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未来をつくる！！ ドラッカー「マネジメント」研究会

主宰・ファシリテーター  森岡謙仁
ドラッカー学会 理事（企画担当：ドラッカーの小さな学校担当）

ところで表紙のドラッカーの言及「人がコミュニティを必要とすることを最初に指摘したのが…」は、私がフォーラム編集委員にお願い
して掲載していただきました。これは、私たちのドラッカー「マネジメント」研究会の目的であり使命の本質であるからです。またコンセプト
は「秩序を持って互いに学ぶ場＝ドラッカーの小さな学校」の原点です。
私が定義する「主宰者とは最も学ぶべき者」です。生前のドラッカーにお会いしたことが無い私ですが、幸いなことに野田一夫先生、
上田惇生先生、藤島秀記先生、坂本和一先生からドラッカーを学びお言葉とミッションを戴いているのです。もっとも、先生方はお忘れ
になってしまっているでしょうが（笑い）。さらに幸いなことに当研究会は運営に貢献して下さっている18名のボランティアスタッフと研究
会メンバー全員の活動に支えられています。この場をかりて皆様に感謝申し上げます。
さて、当研究会の設立は、2007年に遡ります。当時、私が講師を務めるCIO（最高情報責任者）養成講座（日経ビジネススクール、現
在は日経BP社主催）でゲスト講師をお願いしていた上田先生にマネジメント・スコアカード（MSC）を広めたいと相談したところ、「森岡
さん是非」と背中を押していただいたことがきっかけとなり、その後、研究会の運営を今も支える伊藤年一氏はじめ発起人を募り、2008
年1月23日に第1回研究会が18名でスタートしました。
現在、私たちの研究会は、約65名を超えるメンバーから構成されており、奇数月に開催する研究会（毎回2名の発表と全員討議）・読
書会（6名のテーブルマスターが各5名～6名のグループをつくり並行して行う）と、1年～2年で研究成果を共同でまとめる、偶数月に開
催する分科会があります。これまで当研究会（49回現在）の個人発表は、約100タイトル延べ約100人の発表がありました。分科会は、第
四期７つの分科会を行いその成果物の合計ページ数はA4で約600ページとなります。5月21日に明治大学で行われた第11回ドラッ
カー学会大会では、4月に完成した第四期分科会成果報告書（「少子高齢社会」編、「商品開発とベンチャービジネス」編の2部構成）の
完成を率いたマネジメントの実践についてリーダー、サブリーダーから発表をさせていただきました。当研究会の発表資料、分科会成果
物は一部を除いてドラッカー学会HPから誰でも閲覧・ダウンロードが可能です。

［ご挨拶］

「人がコミュニティを必要とすることを最初に指摘したのが、
フェルディナンド・テニエスの最高の古典『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト
（コミュニティと社会）』（1887年）だった。しかし、テニエスのいう有機的な
存在としてのコミュニティは、いまはどこにもない。回復してもいない。
従って、今日われわれに課された課題は、都市社会にかつて一度も実現したこと
のないコミュニティを創造することである。それはかつてのコミュニティとは異なり
自由で任意のものでなければならない。それでいながら、都市社会に住む一人ひとりの
人間に対し、自己実現し、貢献し、意味ある存在となりうる機会を与えるもので
なければならない。」

『ネクストソサエティ』（2002年）p271
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自由で任意のものでなければならない。それでいながら、都市社会に住む一人ひとりの
人間に対し、自己実現し、貢献し、意味ある存在となりうる機会を与えるもので
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研究グループ活動

ドラッカー「マネジメント」研究会は、定
例の研究会（研究発表と読書会から成る）
の他に、これまで3期に渡り、5つの分科
会活動を行ってきました。第4期にあたる
今回は、「少子高齢社会」分科会と、「商
品開発とベンチャービジネス」分科会の2
つの分科会を並行して行いました。

2つの分科会のテーマはドラッカー「マネジメント」研究会における2回
にわたる研究会メンバーへのアンケート調査結果からテーマを選定し、「少
子高齢社会」と「商品開発とベンチャービジネス」の2つの分科会を第4期
のテーマとして活動することに決まりました。メンバー体制は、サブリーダー
3名、顧問2名を含む総勢11名でした。
第4期は2014年3月18日に両分科会でキックオフを行い、以降2ヶ月

に一回のペースで延べ9回に渡り議論を重ね、その後完成した成果物につ
いて4回のレビュー（分科会内部レビュー2回、両分科会相互レビュー2回）
を行う事で磨きをかけ、各メンバーがそれぞれ内容を改訂することで最終
成果物を完成させました。その後、2016年1月12日に、報告会と外部レビュ
アーの募集を行ってひとつの締めを迎える事ができました。
   「少子高齢社会」分科会では、『“活性化した少子高齢社会”となる事に
向け、その手助けとなるような成果物を作成すること』とをミッションと決め、

製作においては『“自由で機能する社会”へ近づくための手引き』としての価
値を発揮できるような内容を心がけました。
また、「少子高齢社会」と言う幅広いテーマに対し、様々な立場のメン
バーが多様な視点で各自のテーマを決め、掘り下げ、ドラッカーの言及と
共に考察を行いました。書き上げた成果物を互いに読み合わせ、議論して
磨きをかける事で、我 自々身もさらに理解を深めて行く事ができた事はとて
も良い経験になりました。
どなたが手に取られても、きっと何か一つは興味が持てるテーマが盛り
込まれていると思います。この成果物が皆様のこれからの少子高齢社会を
乗り越えるための一助になれば幸いと考えております。是非一度ご覧頂け
ればと思います。

・「少子高齢社会」分科会リーダー 奈良間英樹

【発表者プロフィール】

奈良間 英樹（ならま ひでき）
株式会社SocialVitamin 代表取締役
高齢社会エキスパート（総合）、ワークライフバランスコンサルタント
特定非営利活動法人 セカンドリーグ茨城 理事、県南地域医療懇話会 理事、
音の宝箱・つくば企画運営会議 事務局長
つくば市シニアエキスパート登録講師
所属学会・団体：ドラッカー学会会員、千葉大学経済人クラブ絆会員、国際養殖産業会会員
千葉大学 自然科学研究課博士前期課程修了

・「少子高齢社会」分科会リーダー 奈良

◆ドラッカー学会総会（5月21日）◆
私のドラッカーの実践「少子高齢社会分科会」活動報告
～ドラッカー「マネジメント」研究会 第4期 分科会～　

私のドラッカー実践――東京SGドラッカー「マネジメント」研究会　

“わたくしの知識が明確であり、観念的であり、理論的であればあるほど、実践に応用するときに、 わたくしの
知識はますます効果を発揮してくれる”

『明日のための思想』

東京を拠点に活動する同研究会はドラッカー「マネジメント」を適用した 21世紀の組織運営や「一般教養として
のマネジメント」について、互いに学び合い成果をまとめること、普及に関する活動および、ドラッカー学会の
会員の増強に資する活動について、自ら率先して活動を行うことを目的としています．今回は「ドラッカーの考
えを学ぶだけではなく、自分の生き方として実践し、広くドラッカーの考えを広げている人」にクローズアップし、
その人たちの横顔をご紹介します。

2



研究グループ活動

ドラッカー「マネジメント」研究会では、これまでの定例の研究会の他に、
分科会活動として3期、5つの分科会活動を行ってきました。2014年からの
第4期活動としては、同研究会における2回のアンケート調査結果からテー
マを選定し、「少子高齢化社会」および「商品開発とベンチャービジネス」を
テーマとして選び、平行して分科会活動を行って参りました。メンバー体制
は、サブリーダー 2名、顧問3名を含む総勢12名でした。当該テーマ選定に
当たっては、近年日本企業に於いて、新商品開発が滞っている傾向が見ら
れること。さらにベンチャービジネスではその成功が企業存続可否に至るこ
とから重要なテーマであると認識しております。
第4期活動は2014年3月18日にキックオフを行い、2ヶ月に1度のペース

にて、14回の分科会活動を行ってきました。当該活動の成果物として、
2015年4月21日に第1版を作成した後、内部レビュー会、および外部レビュー
を経て、各論文の内容の改善を積み重ね、最終報告書として2016年2月9
日に完成したものです。
「商品開発とベンチャービジネス分科会」の進め方の特長は、初期段階にド

ラッカーが著者として発行した全31冊の本を、各メンバーに分担し、商品開
発とベンチャービジネスに関する事項を抽出したことにあります。巻末にも当
該内容を記載しておりますが、全てのドラッカーに関する文献を一堂が読み
返すことにより、ドラッカーがどのようなことを示唆しようとしていたのか、全
体を把握することに努めました。
その後、最終的な論文の取り纏めに当たっては、「フレームワーク（マネジ
メント・スコアカード）」と「企業研究」の2つに分類しています。フレームワー
クでは、これまで判りにくかった商品開発の進め方を整理するとともに、ロジッ
ク的に見える化を図りました。また企業研究のテーマでは、公開に支障の出
ない範囲にて、出来る限り具体的に記載するように心掛けました。
本書は、これまで良くあるような教科書的羅列ではなく、実際のビジネス
場面の中で、責任者はどのようにして、かつ何を拠り所にして判断していった
のか、その道程が見えるように心掛けています。いろいろと失敗に至る場面も
ありますが、これも事実として出来る限り具体的に記載しています。ビジネス
を進める上で、他山の石として、読者に何らかの手ごたえを感じていただけ
れば幸いです。

・当日 発表者 サブリーダー 渡邉　明男
・商品開発とベンチャービジネス分科会 リーダー 和田憲一郎

【発表者プロフィール】

渡邉 明男（わたなべ あきお）
富士ゼロックスシステムサービス株式会社所属
ドラッカー学会会員、「マネジメント研究会」総合企画委員
1966年　千葉県銚子市出身
1985年　市立銚子高校卒業
1989年　青山学院大学電気電子工学科卒業後、富士ゼロックスに入社
研究開発職として、20年間プリント関連ソフトウェアの開発に従事する。
IBM、富士通、SAP、Citrix等の基幹システム/クラウドベンダーとのプライマリービジネスコンタ
クトとして活躍。主な製品として、Print Utility for Citrix XenApp がある。
入社20年後に営業職への異動を機にドラッカー学会に入会し現在に至る。

・当日発表者サブリー
・商品開発とベンチャービジネス分科会リー

◆ドラッカー学会総会（5月21日）◆
「商品開発とベンチャービジネス」分科会活動報告
～ドラッカー「マネジメント」研究会 第4期 分科会～　

ドラッカー学会
ドラッカー「マネジメント」研究会
第四期（2014 年―2015 年度）
分科会成果報告書

http://drucker-ws.org/projects/
第四期（2014年―2015年度）分科会成果報告書はドラッカー学会ホームページにて
ご覧いただけます。
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2013年の5月からドラッカー「マネジメント」研究会に参加しております。
2003年頃から部門長（マネージャー）でありながら、日本に於ける所謂

「マネジメント」に対して強い違和感を覚えていたものの、その理由を論理的
に説明出来ないもどかしさを感じて悩んでいたときに、森岡理事のセミナー
を経て出会ったのが、当研究会でした。
私にとってこの研究会は、ドラッカー「マネジメント」の本質を確認出来る
読書会と、より具体的な事例発表という二本立ての構成によって、ドラッカー
「マネジメント」の実践に向けて様 な々事例と考え方のガイドラインを自ら確
認し、それらを直近の実践に繋げることが出来る貴重な会となっております。
　更に当研究会がもっとも特筆するべき点は、事例や書籍の探求に留まら
ず、当研究会自体がドラッカー「マネジメント」を正に研究会内部で実践する

という大変ユニークな点があげられます。
実践を通じてドラッカー「マネジメント」の本質を確認することで、本業に

おいて、また、防災（減災）マネジメントとしても、意識せずとも自然に真の
ドラッカー「マネジメント」が実践出来るようになれたらと思っています。

・総合運営委員 髙橋　磨

【発表者プロフィール】

髙橋　磨（たかはし おさむ）
ITコーディネータ、防災士
ドラッカー「マネジメント」研究会　総合運営委員
1966年埼玉県生まれ。日本電子専門学校工学部電子工学科卒。
通建会社にて通信設備の施工監理を担当の後、民間の気象予報会社、F1層向けのファッショ
ン＆コスメECサイト運営会社にて情報システム部門長を歴任。現在は個人にて情報システム導
入プロジェクトや情報システム部門運営における各種支援業務に従事。

◆ドラッカー「マネジメント」研究会◆

ITコーディネーター・防災士が語る
～ドラッカー「マネジメント」の実践を目指す～　

ドラッカー「マネジメント」研究会への参加は2014年9月で、そろそろ3年
が経とうとしています。この研究会では、定例会と分科会があることに魅力を
感じております。
会に参加し始めた頃、任意参加である分科会のテーマが決まるタイミング

でした。そこで、ぜひ参加してみようと、二つのテーマのうち日頃関心が高い
「少子高齢社会」分科会を選択しました。分科会に参加して良かったことは、
定例会での報告や読書会を通じてインプットしたことを分科会活動で自身の
研究テーマにアウトプット出来きたこと、それによりドラッカーマネジメントを
実践に結びつけることを自ら考えてみる機会が得られたことです。ドラッカー
マネジメントについては、まだまだ学ぶことは沢山ありますが、この機会に一
歩前進出来たと実感しております。

今後は、ここでの成果物を更に実践に繋げるべく、ビジネスツールへの活
用へ結び付けたいと考えております。成果物の作成は大変苦労をしましたが、
研究は終わりなく、それもまた楽しいものです。また、女性メンバーが少ない
ので、今後沢山の素敵な女性メンバーが増えることを期待したいところです。

・総合企画委員 川澄佳美

【発表者プロフィール】

川澄佳美（かわすみ よしみ）
特定社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー（AFP）
短大を卒業後、大手建材メーカーで人事労務全般業務に携わる。2010年在職中に明治大学
大学院経営学研究科経営専攻博士前期課程修了。2011年に社会保険労務士事務所に転職。
2016年9月社労士事務所開業予定。労務理論学会会員、ドラッカー学会会員、「少子高齢社
会」分科会サブリーダー　

◆ドラッカー「マネジメント」研究会◆
特定社会保険労務士が語る
～魅力を感じた定例会と分科会～　

2007年の冬、ドラッカー「マネジメント」研究会主宰者の森岡理事から研
究会設立のお誘いを受け、発起人メンバーに加わって以来、現在に至るま
での8年半、研究会メンバーとしてまた、運営スタッフとして携わってまいりま
した。2ヵ月ごと開催される研究会ではメンバーによる事例発表やミニ読書
会を通じて初心者からベテランまでがドラッカー「マネジメント」を学び合い、
刺激し合う独特な運営がなされています。お誘いをいただいた当時の私は全
くのドラッカー初心者でしたが研究会から得られる新しい知見や人との出会
いが私のドラッカー研究の大きな支えとなっています。一方で研究会にはメ
ンバーから研究テーマを募り、決まった研究テーマに手を挙げた有志が集っ
て1～ 2年かけてテーマの深堀する「分科会」が存在します。成果物として
の報告書にまとめるまでの「分科会」活動はより、ドラッカー「マネジメント」
を実践的な成果に結び付けるための知見を得る貴重な場となっています。最

後に当研究会が活発な活動を継続していられるのは主宰者の卓越したマネ
ジメント力とそれを支えるマネジメントチームが研究会の組織運営においてド
ラッカー「マネジメント」を実践しているからだと思います。

・総合運営委員 伊藤年一・総合運営委員 伊

◆ドラッカー「マネジメント」研究会◆
立ち上げ当初から参加のＩＴ経営コンサルタントが語る
～研究会の運営がマネジメント実践の場～　

【発表者プロフィール】

伊藤 年一（いとう としかず）
伊藤IT経営研究所所長。ITコーディネータ。IT経営コンサルタントとして、企業のIT活用によ
る経営改善等の助言や指導に従事。
ドラッカー「マネジメント」研究会総合運営委員。

【主要著書】
●「SEがはじめて学ぶ在庫管理」（共著，日本実業出版社） 
●「新しいPOSシステムで効果的なIT活用を」（「月間自動認識」寄稿，日本工業出版）
●「ドラッカーの実践！！MOT（技術経営）リーダーのマネジメントスキルアップとテンプレート集」
（共著、新技術開発センター）
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監査結果報告書
Ⅰ．ドラッカー「マネジメント」研究会における長島くんの貢献状況
【確認した事実】
①長島くんは、本研究会発足当時から参加しているメンバーであること。
②長島くんは、本研究会のキックオフ・ミーティングにおいて募集された初回
の発表者に、いの一番で立候補したこと。
③長島くんは、本研究会で開催された参加可能なすべての分科会に参加し、
レポートを提出したほか、マネジメントスコアカード分科会ではリーダーを
務めたこと。
④長島くんは、仕事が忙しいと、ときどき本研究会をサボっていること。
⑤長島くんは、本研究会の受付業務を担当するなど、多少の貢献をしている
こと。
⑥長島くんは、オジサンたちの習性を学ばせるべく、娘さんを本研究会に参
加させたこと。

【残余リスク】
長島くんは、本研究会に対し、多少の貢献をしてきたものの、それに胡座を
かいていると、メンバーから遊んでもらえなくなる恐れがある。
【指摘事項】
多少の貢献をしてきたことにより、本研究会メンバーから可愛がられているこ
とに満足せず、責任をもって新たなミッションである内部監査業務を務め上
げるなど、今後も継続した貢献を行う必要がある。

・総合企画委員 長島　基

【発表者プロフィール】

長島　基（ながしま もとい）
公認内部監査人（CIA）システム監査技術者
ドラッカー学会会員　ドラッカー「マネジメント」研究会　総合企画委員
日本内部監査協会　情報システム監査実践講座および情報システム専門内部監査士
認定講習会講師
金沢大学経済学部卒　生命保険会社勤務（システム経験が長く、現在は内部監査部
門長を務める）

◆ドラッカー「マネジメント」研究会◆
公認内部監査人が語る
～当研究会・初回発表・継続した貢献を行う～　

ドラッカー「マネジメント」研究会メンバーとなって4年になります。入会し
たきっかけは、私が「ドラッカー経営戦略」（明日香出版社）を上梓すること
になったからです。ドラッカーを読み始めて25年、ドラッカー学会は10年前
の発足から入会はしていましたが、本格的に勉強しなければならない必然が
生まれました。私は経営コンサルタントを生業にしている関係で、経営者とお
話しすることが中心の仕事です。その際の中軸となる考え方をドラッカー先
生に求めていました。2か月おきに開催される研究会で、表面的に捉えてい
たドラッカー先生のお言葉が、深くしみこみ、また新たな解釈に生まれ変わ
りました。森岡先生をはじめとする勉強熱心な研究会員皆様のおかげと感謝
しています。また、研究会に参加されている皆様の真摯な姿勢にも刺激を受
けており、大変素晴らしい仲間と勉強させていただいていると実感もしていま
す。この研究会で学んだことをより多くの経営者にお伝えし、経営のあるべき

姿に共感できる企業を増やしていくことが私のミッションです。これからも真
摯な姿勢で学び、自分自身を成長させていきたいと思います。また、この文
章をお読みになった皆様とも共有できたらと思います。今後ともどうぞよろし
くお願いいたします。

・総合企画委員 和田一男

【発表者プロフィール】

和田一男（わだ かずお）
2000年（株）リクルート卒業、（株）ブレインパートナー設立、代表取締役
事業成長支援、組織変革、営業変革支援　コンサルタント

【主要著書】
『30歳からの営業力の鍛え方』かんき出版
『小さな会社こそが実行すべき経営戦略』明日香出版社
『課長塾「過去を断ち切る営業改革」』日経BP社（共著）等

◆ドラッカー「マネジメント」研究会◆
経営コンサルタントが語る
～ドラッカー学会発足当初から参加～　

私が当研究会活動を率いる信念を支えている次のドラッカーの言葉を紹介します。
それは、ドラッカーが24歳（1933年）の時に著した幻の処女作『フリードリヒ・ユリウス・シュタール～保守的国家論と歴史の発
展』（『DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー』2009年12月号）の中にあり、その後『現代の経営』『マネジメント』から『ネク
ストソサエティ』までもつながる「よりよい社会（自由で機能する社会）」づくりという“諦めずに未来を創造し続ける志（こころざ
し）”です。
その代表的な言葉が次の2つの言葉（同書p121）です。一つは、「発展の正当性は『人間は不完である』という自覚」ともう一つは
同著最終行にある「引き下がるのではなく、貫き通す」です。

ドラッカー学会理事  ドラッカー「マネジメント」研究会主宰ファシリテーター　森岡謙仁
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研究グループ活動

ドラッカー「マネジメント」研究会メンバーとなって8年目になります。当時、
経営推進部の責任者をしていた時に、中期経営計画を立ち上げることにな
り、導入にあたりドラッカー「マネジメント」を本格的に勉強しようと思ったの
がきっかけでした。ドラッカーの5つの質問（「自部門のミッション」「自部門
の顧客」「顧客の価値」「目標」「計画」）を活用させて頂きました。研究会は
奇数月に1度のペースで、約30名が集まり、開催されています。内容はメン
バーの事例発表とドラッカーの大著「マネジメント」の読書会です。事例発
表では異業種業界のことが聴けて、新たな発見があります。自分の業界に当
てはめると思わぬ気づきがあります。実践的なイノベーションが湧いてきます。
読書会は予習が大事ですね。理解できなかったことをメンバーと深読みする
と一人では見えなかったものが見えてくるから不思議ですね。そして研究会

が終わった後の居酒屋での懇親会が実に楽しいのです。どちらかと言うとこ
れがあるから続いていると言っても過言ではありません。コミュニティとしての
集まりが、本業に活かせる人脈の幅を大きくしてくれるのを実感できます。

・総合企画委員 北村和敏

【発表者プロフィール】

北村和敏（きたむら かずとし）
（株）大塚製薬工場総務部部長、経営倫理士、日本経営倫理学会会員、日本経営倫理士協会
（理事）、ドラッカー学会（企画編集委員）、「少子高齢社会」分科会顧問。

【主要著書】
『「組織の社会的責任」分科会2013年度成果報告書』ドラッカー学会（共編著），
『三方よしに学ぶ　人に好かれる会社』サンライズ出版（共著）
『渋沢栄一に学ぶ、「論語と算盤」の経営』同友館（共著）等

◆ドラッカー「マネジメント」研究会◆
経営倫理士が語る
～異業種業界からの発見～　

当時は出向先の会社で経営企画室を担当していました、それまでは親会
社（商社）の営業一筋で商売、商売、商売の生活でしたので管理系の仕事
に戸惑う事が多くこれまでの営業活動の意味づけと今後の仕事、人生にお
ける指針を考える事が出来るかな？と思い入会しました。
奇数月に一度の事例発表において異業種のメンバーの様 な々切り口の発
表は新たな気づきを得て、貴重な経験を積んでいます。大著「マネジメント」
の読書会は多様な読みこなしを知る事が出来ます。これは「それぞれのドラッ
カーがある」という実際の体験ができ、解は決して一つではないという事が
分りました。メンバーとの交流は座学だけでなく懇親会でも十分に行ってい
ます。
「分らない事を尋ねる」「知っている人がいる」さすがに三人よれば文殊の知
恵です。

上田惇生先生の日本語訳を読むと、「原著はどう言っているのか」と知り
たくなり、英語でドラッカーを学ぶ会に入会して苦心讃嘆しています。
「何をもって覚えられたいのか」という厳しい問いかけに試行錯誤して進んで
いきます。人生の後半戦に向けて、この両研究会は素晴らしいですよ。

・総合企画委員 山内治友

【発表者プロフィール】

山内治友（やまうち はるとも）
ドラッカー学会　ドラッカー「マネジメント」研究会　総合企画委員
英語でドラッカーを学ぶ会　会員
社会福祉士　通信教育を経て　2011年合格取得　登録No.134611
環境ISO 14001　審査員舗　　2002年取得　会社の認証取得責任者

【主要著書】
『「組織の社会的責任」分科会2012年度成果報告』ドラッカー学会（共著）
『「少子高齢社会」分科会2014-2015年度成果報告』ドラッカー学会（共著）

◆ドラッカー「マネジメント」研究会◆
社会福祉士が語る
～三人よれば文殊の知恵～　
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ドラッカー「マネジメント」研究会メンバーとなって3年目になります。ドラッ
カーの著作とは40代のころに出会いました。その当時発売された「すでに起
こった未来」という本を読み、少子高齢化、企業のグローバル化やインター
ネット社会の勃興など現在につながるテーマを人口構造や、知識の領域、
産業構造などから読み解いたことに大変な驚きを受けました。しかし、その
後は体系的に学ぶ機会もなく日常業務に埋没をしていたところ、森岡先生と
出会いまた勉強をすることとなりました。2年前からは「商品開発とベンチャー
ビジネス」分科会へも参加をさせていただき、集中的にドラッカーの著作や
メンバーと討議をさせていただくことで拙い知識を深めることもできました。

学ぶ場である「マネジメント」研究会、そして衆知と対話の場としての分科
会、この二つが融合していることで、人脈とコミュニティが広がっています。こ
れからも学び続け、相互交流の輪をひろげ、私自身も少しでもコミュニティに
貢献を続けていきたいと思います。

・総合企画委員 一丸 浩一郎

【発表者プロフィール】

一丸 浩一郎（いちまる こういちろう）
（株）マーケティングアンドアイ代表取締役，ITコーディネータ，ドラッカー学会ドラッカー「マネ
ジメント」研究会（総合企画委員）。

◆ドラッカー「マネジメント」研究会◆

ITコーディネーターが語る
～分科会で集中的にドラッカーの書籍を学ぶ～　

「重要なことは、正しい答えを見つけることではない。正しい問いを見つけ
ることである」 （現代の経営）

2008年頃ですが、私は壁にぶつかっていました。情報技術に関する仕事
に従事していましたが、技術を深く掘り下げるたびに、それ以上に人と組織
の問題を解決しなければならず、毎日が試行錯誤の連続でした。そのような
時に、日経グループが主催するCIO養成講座がきっかけとなり、ドラッカー
「マネジメント」研究会に参加する機会を得ました。研究会では、様 な々分野
から2件の事例発表を2ヶ月に一度開催していました。これが私にとって大
変な驚きでした。等しくドラッカーを読んでいるにも関わらず、発表者と結論
が全く違うのです。しばらくして気づいたことは、その違いは設定する「問い」
に起因していたのでした。図らずも私は自分の問題認識の甘さを学ぶと同時

に、発表者の仕事上の課題も一緒に考える機会を頂くことになったのです。
私にとって研究会はトレーニングの場となり、人と組織の問題に対する自
分の考えに深みを与えてくれました。自ら機会を作り、目標を設定し、適切に
問題を定義するという基本的なプロセスにドラッカーの知見が生きています。
ドラッカーの問いを起点に一緒に考える仲間が増えることをこれからも楽し
みにしています。

・総合企画委員 市川　充 

【発表者プロフィール】

市川　充 （いちかわ みつる）
アミュレット株式会社 代表取締役
1967年 東京都江戸川区出身
1993年より情報技術の実験、検証、カスタマイズ、サポート事業に従事。
2016年現在、ドラッカー「マネジメント」研究会および英語でドラッカーを学ぶ会に所属し、情
報技術をいかに成果をあげるものにできるか研究開発に取組んでいる。

【プロフィール】

森岡謙仁 （もりおか けんじ）
経営・ものづくり・ITアドバイザー アーステミア有限会社 代表取締役
・CIO（最高情報責任者）養成講座（日経BP社）講師
・日経記事で学ぶドラッカー「マネジメント」実践活用法（日経ビジネススクール）講師
・ドラッカー「マネジメント」の実践（淑徳大学公開講座）講師

【著書】
「図解 ドラッカー入門」（KADAKAWA/中経出版、韓国、台湾、中国で翻訳されている）
「教えてドラッカー 働く私はITでどこまで伸びるの？」（日経BP社）
「ドラッカーの実践！！ MOT（技術経営）リーダーのためのマネジメントスキルアップ
とテンプレート集」（新技術開発センター、監修・共編著）他多数。

◆ドラッカー「マネジメント」研究会◆
実業家が語る
～研究会はトレーニングの場～　

当研究会の本年度のイノベーションとしては、6月14日から
MSC実践研究部会をスタートさせます。これは、藤島先生と共
同研究しているマネジメント・スコアカード（MSC）の実践事例
の発表と研究の場です。
最後に素晴らしい企画のお声掛けをいただきまとめていただい
た編集委員の花松理事はじめ編集委員会のメンバーに感謝申し上
げます。このフォーラムをお読みになっている皆様も読書会、研
究会、共同研究の立上げをしませんか。お声をかけて頂いたら可
能な限りお手伝いをさせていただきます。

ドラッカー学会理事  ドラッカー「マネジメント」研究会主宰ファシリテーター　森岡謙仁
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活動紹介

1.森川氏の活動内容
ドラッカーは、NPOの活動を重視し、『非営利組織の経
営』も書いている。ここでは、その実践例として、森川すい
めい氏の活動を紹介したい。森川氏の活動は多彩である。
ホームレスの支援活動を行う「NPO法人TENOHASI」を
設立して活動しているほか、高齢者診療「みどりの杜クリ
ニック」の院長、心療内科・精神科診療「ゆ
うりんクリニック」の医師、「精神科訪問看護
ステーション「KAZOC」の助言などを行って
いる。更に、「TENOHASI」、「ゆうりんクリニッ
ク」、「KAZOC」、「世界の医療団」、「べてぶく
ろ」などが連携した「ハウジングファースト東
京プロジェクト」（ホームレスの人たちに家を提
供する活動）の推進にも加わっている。

2. 森川氏の生い立ちと活動への思い
森川氏は、当初ホームレスの支援から始めた。阪神大
震災がきっかけだった。ホームレスの中には、様 な々人が
いる。会社が突然倒産し、働く場所も見つからず精神的
に追い詰められ、うつ病を発症した人。ホームレス生活と
なって行き倒れになり、救急で病院に運ばれても、病院
からは迷惑そうな顔をされ、まともな診察が受けられず数
日後に亡くなった人。脳梗塞で身体の不自由な夫を抱え、
娘夫婦と同居、娘婿から金の無心をされ、貯金が底をつ
くと暴力を受け、ホームレスになった老夫婦。派遣社員と
して住み込みで働いていたが、バブル崩壊後の景気悪化
で派遣切りに合い、突然に住む場所を奪われ、年老いた
母を連れて路上生活に落ちていった人･･･。森川氏は、そ

のようなホームレスの人たちに、毎週、話しかけて、これら
の人が何とか助かる方法を考えた。
森川氏は、1973年、池袋に生まれた。子供の頃は、い

じめや不登校、引きこもりに近い経験をした。強くなりた
いと思い、自分探しの旅に出た。ヨーロッパ、アジア、アフ
リカなど、世界40か国以上を旅した。その中で、生きる人々

の様々な実態に触れた。強くあらねばならな
いという気負いが消えた。世界を変えるより
も、先ず自分が変わらなければならないと思っ
た。
当初、鍼灸師の大学に行ったが、ホームレ

スの人たちの支援活動をしているうちに、様々
な人の声を聴いた。自分に何ができるだろう
と考え、医者になることを決意、医学の大学

に進学する。研修医の時代に、患者を薬漬けにし症状を
悪くする医者を見た。森川氏は、患者が自分の担当にな
ると、薬や治療方法を改善し、患者の症状を改善させた。
そのような中で、次第に患者その
ものの苦痛を改善する緩和医
療をやりたいと思うようになっ
た。しかし、緩和医療の道を追
及すると、ホームレスの人たち
のそばに行けない。
ホームレスの人たちの
中に、アルコールが
やめられないと涙し
た男性がいた。ア
ルコールの課題

を抱える人がホームレス者に多いということは知っていた。
しかし、やめたいのだと涙する人がいるとは思いもよらな
かった。自分の進むべき道を考える葛藤の末に、最終的
に、森川氏は精神科医になると決めた。「こころは、病気
にならない。そして難しいのはこころだ。」

3. こころの悩み
こころの悩みは、病気として処理されてしまうことが多
い。そして、薬で症状を悪化させてしまうことが往 に々して
起きる。しかし、こころの悩み自体は、病気で起きるわけ
ではない。悩みに寄り添うこと
が重要なのだ。これらの人た
ちの悩みに寄り添って行こう。
ホームレスの人がどうして
ホームレスになったのか。なぜ
ホームレスは生活保護を受け
ないのか？その多くは、高齢者
であり、何らかの障がいを持っ
ている。福祉に頼ろうとしても、
傷つけられて断られる人。家
族との関係で生活保護が受け
られない人。全部私が悪いと自分を責める人。働きたいの
に働けない……。自分で生きたいのに、社会の価値観で無
理やり拘束されるのがいやで野宿を選ぶ人。
森川氏は、ホームレス者のなかでも、特に障がいを持っ

た人たちを中心に支援する。認知症、うつ病、知的障がい、
統合失調症、DV……。
2003年に、ホームレスの支援活動を行う「NPO法人
TENOHASI」を立ち上げた。TENOHASIは、ホームレス
状態の人 と々炊き出しや夜回りで出会い、信頼関係を築
きながら、医療・生活相談を通じてホームレス状態からの
脱出支援を行なっていく。「ホームレス状態にある人自身」
が自分の人生の主人公となれるようにその人生を歩むこと
を支援する。

4. ドラッカーとの出会いと実践
TENOHASIの運営をしているうちに、マネジメントの必
要性を痛感した。パッションだけで動いていた頃は、「メン
バーは心の熱い人たちなのに、何故わかってくれないの
か」と思うことがたびたびあった。たまたまNHKでドラッ
カーの番組を見て、これだと思った。ドラッカーの本をか
たっぱしから読んだ。
ドラッカーは、社会の全ての人が位置づけと役割を得

る「自由で機能する社会」を追究した。そして、当初は企
業のマネジメントを中心に研究していたが、社会的課題を
解決するために、NPOに研究の重点を移すようになった。
ドラッカーは「『知識社会における社会的な課題に誰が取
り組むか』との答えは、政府でもなければ雇用主としての
組織でもない。それは、新しく登場してきた社会セクター
としてのNPOである。」と言った。

5. 行動を起こす
森川氏は、東日本大震災の支援をしている時に、これ

を身を持って体験した。東日
本大震災では、国際NGOの
「世界の医療団」のメンバーと
して参加した。「眠りのコツ講
座」を開催するなど、被災した
人たちを支援しながら、現場
の人たちの声をひたすら聴い
た。そこで知ったのが行政と
住民との意思疎通の少なさで
ある。東日本大震災では、若
い人が仕事を求めて地元から

離れることが続き、これにより高齢化の速度が増した。介
護と認知症の問題がより大きくなった。これに対して、行
政は見守りと施設を作る予算をつけ、杓子定規に実行し
ようとした。しかし、住民たちは、見守りや施設を求めてい
るわけではなかった。住民たちは「認知症になっても農業
ができる」ことを求めていた。森川氏は、これを見て、行政
にはドラッカーのマネジメントができると変わることができ
ると考えた。そして、行政と住民が話し合うワークショップ
を繰り返し開催した。これにより、行政と住民との意思疎
通が取れるようになった。そもそも行政の強みは問題を一
律に扱うことである。ゆえに一律に扱えない仕事をアウト
ソーシングすべきである。このうち、コミュニティの問題を
解決すべきものがあれば、それはNPOにアウトソーシング
すべきである。森川氏はこのことを学んだ。
自分の所属するNPOの運営に、ドラッカーから学んだ

マネジメントの知識を活かした。いくつかのNPOの運営や
コミュニケーションに、ドラッカーのマネジメントを活かす
とともに、訪問看護ステーションKAZOCの立ち上げにも
活かした。これまで無償で行われていた支援活動のいく
つかを永続可能なものとすべく、KAZOCは、この無償部
分のいくつかを「事業」として運営することに成功してい
る。KAZOCは、医師の指示を受けた看護師等が要介護

「すべての人が居場所を確保し、
ひとりひとりが自分の人生の主人公となるような社会」
をめざして
ホームレス、障がい者、高齢者の人たちへの支援活動を推進する
森川すいめいさん

の認知症や精神障害をもつ人の居宅を訪問し、療養上
必要な処置や、生活支援に関するサービスを行うもので
ある。KAZOCは経営にあたって、ドラッカーの「５つの質
問」「マネジメント・スコア・カード」などの手法を活用し、
事業として成り立たせた。
また、森川氏は認知症や精神障害者の人たちのための
訪問診療を開始した。訪問診療自体がイノベーションで
ある。高齢者が増加すると、認知症をもつ人が増加する。
すると、認知症を誰が診るのかという問題が起きる。内科
医は精神科の領域と考え、精神科医は病院で待っている
ために認知症のひとの生活の場を知らないから治療方法
を知らない。ドラッカーは、イノベーションを伴う新しい事
業は、従来の事業から切り離せと言う。そこで、訪問診療
のチームを、新しい事業として病院業務から完全に切り離
した。そのために、チームは患者ニーズに集中することが
できた。この結果、支援が必要な人には、すぐに支援が
できるようになった。家族関係が悪くなる前に介入するこ
とができ、将来の施設入所や病院への入院の機会を減じ
ることができた。
森川氏は、2015年のドラッカー学会の総会において、「ど

うして非営利組織がホームレス・介護・福祉・精神医療社
会を変えることができたのか」と題して、発表を行った。

6. 今後の課題
現代日本では、少子高齢化が進展し社会のゆとりがな

くなる中で、経済的効率性についていけない人に対する
排除の論理が強くなっている。森川氏が推進している、

現代日本では、少子高齢化が進展し社会のゆとりがなくなる中で、ホームレス、障がい者、高齢者
の人たちへの支援が重要な課題になっている。そのような中で、森川すいめいさんは、これらの人
たちの悩みに寄り添い、ひとりひとりが自分の人生の主人公になれるような支援を推進している。
そして、これらの活動に、ドラッカーの考えを活用して着実に成果をあげている。本レポートでは、
そんな森川すいめいさんの活動を紹介する。

ホームレス、障がい者、高齢者に対する支援活動は益々
重要性を増している。森川氏は、これらの支援活動を広
げ、「ハウジングファースト東京プロジェクト」（ホームレス
の人たちに家を提供する活動）などに、「５つの質問」「マ
ネジメント・スコア・カード」の手法を適用しようとしている。
森川氏は、ドラッカーの教えを実践し、「すべての人に安
心できる居場所を提供すること」を目指して、更なる活動
を広げていく。

森川 すいめい
1973年、池袋生まれ。精神科医。鍼灸師。みどりの杜クリニッ

ク院長。ゆうりんクリニック医師。内科・精神科の往診や外来診
療を行う。2003年にホームレスを支援する団体「TENOHASI（て
のはし）を立ち上げ、現在は理事として東京・池袋で炊出しや医療
相談なども行っている。 09年、認定NPO法人「世界の医療団」
TP代表医師、11年より東日本大震災支援活動を継続、13年同
法人理事に就任。13年、訪問看護ステーション「KAZOC（かぞっ
く）」発足支援メンバー。一般社団つくろい東京ファンド理事。
NPO法人認知症サポートセンター・ねりま副理事。NPO法人メン
タルケア協議会理事。オープンダイアローグネットワーク・ジャパン
運営委員。著書に、障がいをもつホームレス者の現実について書
いた 『漂流老人ホームレス社会』（朝日文庫、2015）、自殺で亡く
なるひとが少ない地域の旅を記録した『その島のひとたちは、ひと
の話をきかない（青土社、2016）』がある。

【森川すいめいさんが関わっておられる主な団体】
● 特定非営利活動法人 TENOHASI
http://tenohasi.org/index.html

● 精神科訪問看護ステーションＫＡＺＯＣ（かぞっく）
http://kazoc.jimdo.com/

● 世界の医療団
http://www.mdm.or.jp/aboutus/branch.html#report

● ハウジングファースト東京プロジェクト
http://www.mdm.or.jp/activity/domestic/tokyo.html
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活動紹介

1.森川氏の活動内容
ドラッカーは、NPOの活動を重視し、『非営利組織の経
営』も書いている。ここでは、その実践例として、森川すい
めい氏の活動を紹介したい。森川氏の活動は多彩である。
ホームレスの支援活動を行う「NPO法人TENOHASI」を
設立して活動しているほか、高齢者診療「みどりの杜クリ
ニック」の院長、心療内科・精神科診療「ゆ
うりんクリニック」の医師、「精神科訪問看護
ステーション「KAZOC」の助言などを行って
いる。更に、「TENOHASI」、「ゆうりんクリニッ
ク」、「KAZOC」、「世界の医療団」、「べてぶく
ろ」などが連携した「ハウジングファースト東
京プロジェクト」（ホームレスの人たちに家を提
供する活動）の推進にも加わっている。

2. 森川氏の生い立ちと活動への思い
森川氏は、当初ホームレスの支援から始めた。阪神大
震災がきっかけだった。ホームレスの中には、様 な々人が
いる。会社が突然倒産し、働く場所も見つからず精神的
に追い詰められ、うつ病を発症した人。ホームレス生活と
なって行き倒れになり、救急で病院に運ばれても、病院
からは迷惑そうな顔をされ、まともな診察が受けられず数
日後に亡くなった人。脳梗塞で身体の不自由な夫を抱え、
娘夫婦と同居、娘婿から金の無心をされ、貯金が底をつ
くと暴力を受け、ホームレスになった老夫婦。派遣社員と
して住み込みで働いていたが、バブル崩壊後の景気悪化
で派遣切りに合い、突然に住む場所を奪われ、年老いた
母を連れて路上生活に落ちていった人･･･。森川氏は、そ

のようなホームレスの人たちに、毎週、話しかけて、これら
の人が何とか助かる方法を考えた。
森川氏は、1973年、池袋に生まれた。子供の頃は、い

じめや不登校、引きこもりに近い経験をした。強くなりた
いと思い、自分探しの旅に出た。ヨーロッパ、アジア、アフ
リカなど、世界40か国以上を旅した。その中で、生きる人々

の様々な実態に触れた。強くあらねばならな
いという気負いが消えた。世界を変えるより
も、先ず自分が変わらなければならないと思っ
た。
当初、鍼灸師の大学に行ったが、ホームレ

スの人たちの支援活動をしているうちに、様々
な人の声を聴いた。自分に何ができるだろう
と考え、医者になることを決意、医学の大学

に進学する。研修医の時代に、患者を薬漬けにし症状を
悪くする医者を見た。森川氏は、患者が自分の担当にな
ると、薬や治療方法を改善し、患者の症状を改善させた。
そのような中で、次第に患者その
ものの苦痛を改善する緩和医
療をやりたいと思うようになっ
た。しかし、緩和医療の道を追
及すると、ホームレスの人たち
のそばに行けない。
ホームレスの人たちの
中に、アルコールが
やめられないと涙し
た男性がいた。ア
ルコールの課題

を抱える人がホームレス者に多いということは知っていた。
しかし、やめたいのだと涙する人がいるとは思いもよらな
かった。自分の進むべき道を考える葛藤の末に、最終的
に、森川氏は精神科医になると決めた。「こころは、病気
にならない。そして難しいのはこころだ。」

3. こころの悩み
こころの悩みは、病気として処理されてしまうことが多
い。そして、薬で症状を悪化させてしまうことが往 に々して
起きる。しかし、こころの悩み自体は、病気で起きるわけ
ではない。悩みに寄り添うこと
が重要なのだ。これらの人た
ちの悩みに寄り添って行こう。
ホームレスの人がどうして
ホームレスになったのか。なぜ
ホームレスは生活保護を受け
ないのか？その多くは、高齢者
であり、何らかの障がいを持っ
ている。福祉に頼ろうとしても、
傷つけられて断られる人。家
族との関係で生活保護が受け
られない人。全部私が悪いと自分を責める人。働きたいの
に働けない……。自分で生きたいのに、社会の価値観で無
理やり拘束されるのがいやで野宿を選ぶ人。
森川氏は、ホームレス者のなかでも、特に障がいを持っ

た人たちを中心に支援する。認知症、うつ病、知的障がい、
統合失調症、DV……。
2003年に、ホームレスの支援活動を行う「NPO法人
TENOHASI」を立ち上げた。TENOHASIは、ホームレス
状態の人 と々炊き出しや夜回りで出会い、信頼関係を築
きながら、医療・生活相談を通じてホームレス状態からの
脱出支援を行なっていく。「ホームレス状態にある人自身」
が自分の人生の主人公となれるようにその人生を歩むこと
を支援する。

4. ドラッカーとの出会いと実践
TENOHASIの運営をしているうちに、マネジメントの必
要性を痛感した。パッションだけで動いていた頃は、「メン
バーは心の熱い人たちなのに、何故わかってくれないの
か」と思うことがたびたびあった。たまたまNHKでドラッ
カーの番組を見て、これだと思った。ドラッカーの本をか
たっぱしから読んだ。
ドラッカーは、社会の全ての人が位置づけと役割を得

る「自由で機能する社会」を追究した。そして、当初は企
業のマネジメントを中心に研究していたが、社会的課題を
解決するために、NPOに研究の重点を移すようになった。
ドラッカーは「『知識社会における社会的な課題に誰が取
り組むか』との答えは、政府でもなければ雇用主としての
組織でもない。それは、新しく登場してきた社会セクター
としてのNPOである。」と言った。

5. 行動を起こす
森川氏は、東日本大震災の支援をしている時に、これ

を身を持って体験した。東日
本大震災では、国際NGOの
「世界の医療団」のメンバーと
して参加した。「眠りのコツ講
座」を開催するなど、被災した
人たちを支援しながら、現場
の人たちの声をひたすら聴い
た。そこで知ったのが行政と
住民との意思疎通の少なさで
ある。東日本大震災では、若
い人が仕事を求めて地元から

離れることが続き、これにより高齢化の速度が増した。介
護と認知症の問題がより大きくなった。これに対して、行
政は見守りと施設を作る予算をつけ、杓子定規に実行し
ようとした。しかし、住民たちは、見守りや施設を求めてい
るわけではなかった。住民たちは「認知症になっても農業
ができる」ことを求めていた。森川氏は、これを見て、行政
にはドラッカーのマネジメントができると変わることができ
ると考えた。そして、行政と住民が話し合うワークショップ
を繰り返し開催した。これにより、行政と住民との意思疎
通が取れるようになった。そもそも行政の強みは問題を一
律に扱うことである。ゆえに一律に扱えない仕事をアウト
ソーシングすべきである。このうち、コミュニティの問題を
解決すべきものがあれば、それはNPOにアウトソーシング
すべきである。森川氏はこのことを学んだ。
自分の所属するNPOの運営に、ドラッカーから学んだ

マネジメントの知識を活かした。いくつかのNPOの運営や
コミュニケーションに、ドラッカーのマネジメントを活かす
とともに、訪問看護ステーションKAZOCの立ち上げにも
活かした。これまで無償で行われていた支援活動のいく
つかを永続可能なものとすべく、KAZOCは、この無償部
分のいくつかを「事業」として運営することに成功してい
る。KAZOCは、医師の指示を受けた看護師等が要介護

の認知症や精神障害をもつ人の居宅を訪問し、療養上
必要な処置や、生活支援に関するサービスを行うもので
ある。KAZOCは経営にあたって、ドラッカーの「５つの質
問」「マネジメント・スコア・カード」などの手法を活用し、
事業として成り立たせた。
また、森川氏は認知症や精神障害者の人たちのための
訪問診療を開始した。訪問診療自体がイノベーションで
ある。高齢者が増加すると、認知症をもつ人が増加する。
すると、認知症を誰が診るのかという問題が起きる。内科
医は精神科の領域と考え、精神科医は病院で待っている
ために認知症のひとの生活の場を知らないから治療方法
を知らない。ドラッカーは、イノベーションを伴う新しい事
業は、従来の事業から切り離せと言う。そこで、訪問診療
のチームを、新しい事業として病院業務から完全に切り離
した。そのために、チームは患者ニーズに集中することが
できた。この結果、支援が必要な人には、すぐに支援が
できるようになった。家族関係が悪くなる前に介入するこ
とができ、将来の施設入所や病院への入院の機会を減じ
ることができた。
森川氏は、2015年のドラッカー学会の総会において、「ど

うして非営利組織がホームレス・介護・福祉・精神医療社
会を変えることができたのか」と題して、発表を行った。

6. 今後の課題
現代日本では、少子高齢化が進展し社会のゆとりがな

くなる中で、経済的効率性についていけない人に対する
排除の論理が強くなっている。森川氏が推進している、

ホームレス、障がい者、高齢者に対する支援活動は益々
重要性を増している。森川氏は、これらの支援活動を広
げ、「ハウジングファースト東京プロジェクト」（ホームレス
の人たちに家を提供する活動）などに、「５つの質問」「マ
ネジメント・スコア・カード」の手法を適用しようとしている。
森川氏は、ドラッカーの教えを実践し、「すべての人に安
心できる居場所を提供すること」を目指して、更なる活動
を広げていく。

森川 すいめい
1973年、池袋生まれ。精神科医。鍼灸師。みどりの杜クリニッ

ク院長。ゆうりんクリニック医師。内科・精神科の往診や外来診
療を行う。2003年にホームレスを支援する団体「TENOHASI（て
のはし）を立ち上げ、現在は理事として東京・池袋で炊出しや医療
相談なども行っている。 09年、認定NPO法人「世界の医療団」
TP代表医師、11年より東日本大震災支援活動を継続、13年同
法人理事に就任。13年、訪問看護ステーション「KAZOC（かぞっ
く）」発足支援メンバー。一般社団つくろい東京ファンド理事。
NPO法人認知症サポートセンター・ねりま副理事。NPO法人メン
タルケア協議会理事。オープンダイアローグネットワーク・ジャパン
運営委員。著書に、障がいをもつホームレス者の現実について書
いた 『漂流老人ホームレス社会』（朝日文庫、2015）、自殺で亡く
なるひとが少ない地域の旅を記録した『その島のひとたちは、ひと
の話をきかない（青土社、2016）』がある。

【森川すいめいさんが関わっておられる主な団体】
● 特定非営利活動法人 TENOHASI
http://tenohasi.org/index.html

● 精神科訪問看護ステーションＫＡＺＯＣ（かぞっく）
http://kazoc.jimdo.com/

● 世界の医療団
http://www.mdm.or.jp/aboutus/branch.html#report

● ハウジングファースト東京プロジェクト
http://www.mdm.or.jp/activity/domestic/tokyo.html

森川さんは、診療時も白衣は着ません。診療時は、スーツのズボンとシャツ姿、
上着とネクタイ無しという服装です。
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活動紹介

1.森川氏の活動内容
ドラッカーは、NPOの活動を重視し、『非営利組織の経
営』も書いている。ここでは、その実践例として、森川すい
めい氏の活動を紹介したい。森川氏の活動は多彩である。
ホームレスの支援活動を行う「NPO法人TENOHASI」を
設立して活動しているほか、高齢者診療「みどりの杜クリ
ニック」の院長、心療内科・精神科診療「ゆ
うりんクリニック」の医師、「精神科訪問看護
ステーション「KAZOC」の助言などを行って
いる。更に、「TENOHASI」、「ゆうりんクリニッ
ク」、「KAZOC」、「世界の医療団」、「べてぶく
ろ」などが連携した「ハウジングファースト東
京プロジェクト」（ホームレスの人たちに家を提
供する活動）の推進にも加わっている。

2. 森川氏の生い立ちと活動への思い
森川氏は、当初ホームレスの支援から始めた。阪神大
震災がきっかけだった。ホームレスの中には、様 な々人が
いる。会社が突然倒産し、働く場所も見つからず精神的
に追い詰められ、うつ病を発症した人。ホームレス生活と
なって行き倒れになり、救急で病院に運ばれても、病院
からは迷惑そうな顔をされ、まともな診察が受けられず数
日後に亡くなった人。脳梗塞で身体の不自由な夫を抱え、
娘夫婦と同居、娘婿から金の無心をされ、貯金が底をつ
くと暴力を受け、ホームレスになった老夫婦。派遣社員と
して住み込みで働いていたが、バブル崩壊後の景気悪化
で派遣切りに合い、突然に住む場所を奪われ、年老いた
母を連れて路上生活に落ちていった人･･･。森川氏は、そ

のようなホームレスの人たちに、毎週、話しかけて、これら
の人が何とか助かる方法を考えた。
森川氏は、1973年、池袋に生まれた。子供の頃は、い

じめや不登校、引きこもりに近い経験をした。強くなりた
いと思い、自分探しの旅に出た。ヨーロッパ、アジア、アフ
リカなど、世界40か国以上を旅した。その中で、生きる人々

の様々な実態に触れた。強くあらねばならな
いという気負いが消えた。世界を変えるより
も、先ず自分が変わらなければならないと思っ
た。
当初、鍼灸師の大学に行ったが、ホームレ

スの人たちの支援活動をしているうちに、様々
な人の声を聴いた。自分に何ができるだろう
と考え、医者になることを決意、医学の大学

に進学する。研修医の時代に、患者を薬漬けにし症状を
悪くする医者を見た。森川氏は、患者が自分の担当にな
ると、薬や治療方法を改善し、患者の症状を改善させた。
そのような中で、次第に患者その
ものの苦痛を改善する緩和医
療をやりたいと思うようになっ
た。しかし、緩和医療の道を追
及すると、ホームレスの人たち
のそばに行けない。
ホームレスの人たちの
中に、アルコールが
やめられないと涙し
た男性がいた。ア
ルコールの課題

を抱える人がホームレス者に多いということは知っていた。
しかし、やめたいのだと涙する人がいるとは思いもよらな
かった。自分の進むべき道を考える葛藤の末に、最終的
に、森川氏は精神科医になると決めた。「こころは、病気
にならない。そして難しいのはこころだ。」

3. こころの悩み
こころの悩みは、病気として処理されてしまうことが多
い。そして、薬で症状を悪化させてしまうことが往 に々して
起きる。しかし、こころの悩み自体は、病気で起きるわけ
ではない。悩みに寄り添うこと
が重要なのだ。これらの人た
ちの悩みに寄り添って行こう。
ホームレスの人がどうして
ホームレスになったのか。なぜ
ホームレスは生活保護を受け
ないのか？その多くは、高齢者
であり、何らかの障がいを持っ
ている。福祉に頼ろうとしても、
傷つけられて断られる人。家
族との関係で生活保護が受け
られない人。全部私が悪いと自分を責める人。働きたいの
に働けない……。自分で生きたいのに、社会の価値観で無
理やり拘束されるのがいやで野宿を選ぶ人。
森川氏は、ホームレス者のなかでも、特に障がいを持っ

た人たちを中心に支援する。認知症、うつ病、知的障がい、
統合失調症、DV……。
2003年に、ホームレスの支援活動を行う「NPO法人
TENOHASI」を立ち上げた。TENOHASIは、ホームレス
状態の人 と々炊き出しや夜回りで出会い、信頼関係を築
きながら、医療・生活相談を通じてホームレス状態からの
脱出支援を行なっていく。「ホームレス状態にある人自身」
が自分の人生の主人公となれるようにその人生を歩むこと
を支援する。

4. ドラッカーとの出会いと実践
TENOHASIの運営をしているうちに、マネジメントの必
要性を痛感した。パッションだけで動いていた頃は、「メン
バーは心の熱い人たちなのに、何故わかってくれないの
か」と思うことがたびたびあった。たまたまNHKでドラッ
カーの番組を見て、これだと思った。ドラッカーの本をか
たっぱしから読んだ。
ドラッカーは、社会の全ての人が位置づけと役割を得

る「自由で機能する社会」を追究した。そして、当初は企
業のマネジメントを中心に研究していたが、社会的課題を
解決するために、NPOに研究の重点を移すようになった。
ドラッカーは「『知識社会における社会的な課題に誰が取
り組むか』との答えは、政府でもなければ雇用主としての
組織でもない。それは、新しく登場してきた社会セクター
としてのNPOである。」と言った。

5. 行動を起こす
森川氏は、東日本大震災の支援をしている時に、これ

を身を持って体験した。東日
本大震災では、国際NGOの
「世界の医療団」のメンバーと
して参加した。「眠りのコツ講
座」を開催するなど、被災した
人たちを支援しながら、現場
の人たちの声をひたすら聴い
た。そこで知ったのが行政と
住民との意思疎通の少なさで
ある。東日本大震災では、若
い人が仕事を求めて地元から

離れることが続き、これにより高齢化の速度が増した。介
護と認知症の問題がより大きくなった。これに対して、行
政は見守りと施設を作る予算をつけ、杓子定規に実行し
ようとした。しかし、住民たちは、見守りや施設を求めてい
るわけではなかった。住民たちは「認知症になっても農業
ができる」ことを求めていた。森川氏は、これを見て、行政
にはドラッカーのマネジメントができると変わることができ
ると考えた。そして、行政と住民が話し合うワークショップ
を繰り返し開催した。これにより、行政と住民との意思疎
通が取れるようになった。そもそも行政の強みは問題を一
律に扱うことである。ゆえに一律に扱えない仕事をアウト
ソーシングすべきである。このうち、コミュニティの問題を
解決すべきものがあれば、それはNPOにアウトソーシング
すべきである。森川氏はこのことを学んだ。
自分の所属するNPOの運営に、ドラッカーから学んだ

マネジメントの知識を活かした。いくつかのNPOの運営や
コミュニケーションに、ドラッカーのマネジメントを活かす
とともに、訪問看護ステーションKAZOCの立ち上げにも
活かした。これまで無償で行われていた支援活動のいく
つかを永続可能なものとすべく、KAZOCは、この無償部
分のいくつかを「事業」として運営することに成功してい
る。KAZOCは、医師の指示を受けた看護師等が要介護

の認知症や精神障害をもつ人の居宅を訪問し、療養上
必要な処置や、生活支援に関するサービスを行うもので
ある。KAZOCは経営にあたって、ドラッカーの「５つの質
問」「マネジメント・スコア・カード」などの手法を活用し、
事業として成り立たせた。
また、森川氏は認知症や精神障害者の人たちのための
訪問診療を開始した。訪問診療自体がイノベーションで
ある。高齢者が増加すると、認知症をもつ人が増加する。
すると、認知症を誰が診るのかという問題が起きる。内科
医は精神科の領域と考え、精神科医は病院で待っている
ために認知症のひとの生活の場を知らないから治療方法
を知らない。ドラッカーは、イノベーションを伴う新しい事
業は、従来の事業から切り離せと言う。そこで、訪問診療
のチームを、新しい事業として病院業務から完全に切り離
した。そのために、チームは患者ニーズに集中することが
できた。この結果、支援が必要な人には、すぐに支援が
できるようになった。家族関係が悪くなる前に介入するこ
とができ、将来の施設入所や病院への入院の機会を減じ
ることができた。
森川氏は、2015年のドラッカー学会の総会において、「ど

うして非営利組織がホームレス・介護・福祉・精神医療社
会を変えることができたのか」と題して、発表を行った。

6. 今後の課題
現代日本では、少子高齢化が進展し社会のゆとりがな

くなる中で、経済的効率性についていけない人に対する
排除の論理が強くなっている。森川氏が推進している、

ホームレス、障がい者、高齢者に対する支援活動は益々
重要性を増している。森川氏は、これらの支援活動を広
げ、「ハウジングファースト東京プロジェクト」（ホームレス
の人たちに家を提供する活動）などに、「５つの質問」「マ
ネジメント・スコア・カード」の手法を適用しようとしている。
森川氏は、ドラッカーの教えを実践し、「すべての人に安
心できる居場所を提供すること」を目指して、更なる活動
を広げていく。

森川 すいめい
1973年、池袋生まれ。精神科医。鍼灸師。みどりの杜クリニッ

ク院長。ゆうりんクリニック医師。内科・精神科の往診や外来診
療を行う。2003年にホームレスを支援する団体「TENOHASI（て
のはし）を立ち上げ、現在は理事として東京・池袋で炊出しや医療
相談なども行っている。 09年、認定NPO法人「世界の医療団」
TP代表医師、11年より東日本大震災支援活動を継続、13年同
法人理事に就任。13年、訪問看護ステーション「KAZOC（かぞっ
く）」発足支援メンバー。一般社団つくろい東京ファンド理事。
NPO法人認知症サポートセンター・ねりま副理事。NPO法人メン
タルケア協議会理事。オープンダイアローグネットワーク・ジャパン
運営委員。著書に、障がいをもつホームレス者の現実について書
いた 『漂流老人ホームレス社会』（朝日文庫、2015）、自殺で亡く
なるひとが少ない地域の旅を記録した『その島のひとたちは、ひと
の話をきかない（青土社、2016）』がある。

【森川すいめいさんが関わっておられる主な団体】
● 特定非営利活動法人 TENOHASI
http://tenohasi.org/index.html

● 精神科訪問看護ステーションＫＡＺＯＣ（かぞっく）
http://kazoc.jimdo.com/

● 世界の医療団
http://www.mdm.or.jp/aboutus/branch.html#report

● ハウジングファースト東京プロジェクト
http://www.mdm.or.jp/activity/domestic/tokyo.html

【取材後記】
●以前から正義感あふれる自分の目指すものをしっかりと見据えた意志の強い方であると感じていたが、今回お話を伺い、私の考えてい
た以上に凄い方である。一見、優しいひ弱そうに見えるあの身体に体制にも堂 と々立ち向かう凄いパワーを秘めていたのである。
多くの精神科医が、対応できないようなことを何とか実現しようとする努力とその道を切り開き実現していることに感銘を覚えた。病気

ではない人が脳の病と診断されて薬漬けになったり、入院させられ退院できなくなったりする人たちも森川医師に最初に出会っていれば、
不幸にならずに幸せな人生を送れていたかも知れないとも思った。
日本の医療の問題も森川医師が目指す医療や仕組みを取り入れればもっと良くなるのに、それが出来ていないことにもどかしさを感じた。

また、森川医師からのお話の中で、他にも問題意識をもって同じように努力している人たちが少なからずいることを知ったことも救いである。
上野 周雄（ドラッカー学会 企画編集委員）

●森川すいめい氏の取材に鑑み、その著書も拝見したが、まさに現代日本社会が抱えている大きな問題の断面を見る思いであった。ホー
ムレスや認知症などは、誰にでも起こりえることであり、私たちに無縁な世界ではない。少子高齢化が進んでいくとは、まさにこういうこと
かと思わせるものがあった。
その中で、森川氏は、ホームレスや障害者・高齢者の人たちに対して、真摯な思いで支援をしている。しかも仲間を集めて、大きな輪で
支援している。何よりも「こころは、病気にならない。そして難しいのはこころだ。」「ひとりひとりが自分の人生の主人公」という言葉に感銘
を受けた。取材を通じて自分の生き方も考えさせられた。
森川氏は、ドラッカーの本を読み、ご自身の活動にドラッカーの考えを適用され、成果を上げている。確かに、ドラッカーの考えは、今

の日本の課題解決に適用できるものが多い。私自身もドラッカーを学び、自分の活動に活かしていきたい。
中野 羊彦（ドラッカー学会 企画編集委員）
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開催までのプロセス
私は、1969年に The Age of Discontinuity（『断
絶の時代』林雄二郎訳、ダイヤモンド社）が出版さ
れた以後のドラッカー博士の日本での講演会開催
に、直接的・間接的に全て係ってきた。博士の来日
講演会、セミナーなどの開催に漕ぎ着けるまでの時
間は、約4～ 5ヶ月の日数がかかった。
博士の日々のスケジュールは世界各国からの訪
問客への対応、コンサル
ティション、大学院での講
義、マスコミとの会合、雑
誌社からの原稿依頼、出
版社との打合せ等で一杯。
寝る暇もないのではと思わ
れるほど多くの仕事をこな
しておられた。そこで、私
がある時 “Dr. Drucker, 
when do you go to bed？” と質問したことがあっ
た。それに対して博士は “At night” とユーモラスに
答えて笑い出した。それで私も、よく考えてみれば可
笑しな質問をしたものだと自分でも笑ってしまった。
多忙なスケジュールをかかえた博士は何時寝ること
ができるのかと尋ねたかったのだが…。
博士の日 の々スケジュールと健康管理は、婦人の

ドリスさんが厳しく上手にやっておられた。ドリスさ
んが “No” と言われれば全てが “No” となった。こ
のような事情を考えて、先ずドリスさんに電話をし、
ドリスさんの都合を予め知った上でドラッカー博士
に依頼をすれば早くまとまると知った。
小規模の企業内セミナー等を除いて、400～

500名程の講演会開催には綿密な準備が必要で
あった。会場探し、交通に便利な場所の確保、ドラッ
カー博士とドリス夫人の宿泊ホテル（スイートか否
か）の手配、講演後の訪問先への連絡、等々。

在日期間のスケジュール管理
博士の訪日を知った日本側からは色々な申込み

が博士に直接届いた。「博士を家庭に招待したい」
「夕方から4～ 5名で話を
聞きたい」「どこそこを案内
したい」等々。これらの申
込について、博士は「滞在
中のスケジュールは全て
Mr. Saitoに任せているの
で、Mr. Saitoに相談して
ほしい」と返事、博士自身
は受諾せずに私の方へ面

会申込依頼書を回送してくれた。この様に、ドラッ
カー博士は、契約期間中に例え時間が空いていて
も、自分勝手に動きまわる事はしなかった。誠実に
義理堅く、決められたことを守ってくれたので、主催
する立場からするとスケジュールの困難もなく成し
遂げることができた。
某米国の経済学者は、空いている時間を、主催
者側に何の連絡もなく、スケジュール以外の行動を
する人もあった。

講演会の準備と広報活動
話を元に戻すと、私の方でドラッカー博士とのス

ケジュール調整をやっている間に、ダイヤモンドの書

籍編集部は、団体顧客探し、参加者募集用紙（見
本添付）作成、講演会当日の参加者への参考資料
作りを進めた。これらは当時の書籍編集長で、現在
ドラッカー学会の理事を勤めておられる藤島秀記
氏、副編集長の岩持岑生氏らが中心になって準備
を進められた。一方、販売本部は口コミでセミナー
参加者を募ることに協力してくれた。『週刊ダイヤモ
ンド』誌、『ハーバードビジネスレビュー』誌、その
他のメディアもスペースを提供して協力してくれた。
このようにダイヤモンド社が一丸となってドラッ
カー博士の来日講演会開催に協力した結果、ほと
んど全ての講演会は満員で大成功を収めることが
できた。
ドラッカー博士からは、手書きの講演内容アウト
ライン5～ 6行と、招待リストが送られてきた。博士
はお世話になっている人々を必ず講演会に招待さ
れており、そのための招待リストで、招待者の一番
目には訳者の上田惇生さんが書き込まれていた。

講演の通訳者
講演の通訳は遂次より同時通訳方式を好まれ

た。しかし通訳者の選定はダイヤモンド社側に任さ
れた。小林薫、ティム芦田、原不二子、小松達也、
村松増美、國弘正雄の各氏は、ドラッカー博士自
身も熟知しており、馴染みの方々であったので、次
の講演の通訳に馴染みの中の某氏がなると知らせ
ると、博士は「ダイジョーブ、シンパイナイ」と電話で
話したことがある。

「チョット マッテクダサイ」
ドラッカー博
士も「前立腺」で
悩んでいたことも
あった。講演当
日、講演が始ま
る10分位前に、
一寸手を洗って
くるとドラッカー
博士は言って部
屋を出られ、5
～ 6分過ぎても
戻ってこないの
で、もしかして何かが起きたのではないかと不安にな
り男子トイレに行ってみたら、博士が未だ用を済ませ
ていないようだったので ”Dr. Drucker” と声をかけ
たところ、「チョット マッテクダサイ」言って頑張って
おられた。その後、かけ足で私の所に来て ”
prostate” と小さな声で言って “All men suffer 
sooner or later. Mr. Saito, you will soon know 
it.”と意味ありげにつぶやいた。私は “prostate” を 
“prostitute” と思ったので、変なことを博士は言うな
と思った。もっと意味を聞こうと思ったが、講演が始
まる時間だったので、その場はそのままにしておいた。
講演が大成功に終り、パーティーで軽食をし、

ビールなどを飲んでホテルに帰る車の中で、私は 
“Dr. Drucker, you said you are prostitute.”そ
れはどういう意味ですか、私には “prostitute” と聞
こえたのですがと問うと、博士は “I said prostate” 
と言った。これは病気ではなく男なら誰でも一度は
経験することであり、私は今それを経験して悩んで
いる。医者に行けば一回のオペレーションで治る。
私もクレアモントに帰ったら医者に行く予定である。
Mr. Saito, お前もいずれ悩む日が来る。医者に行
けばすぐ治してもらえるから心配しなくても良い」と
勇気付けられた。

注： prostate: 前立腺、prostitute: 売春婦

ドラッカー学会会員、SG「英語でドラッカーを学ぶ会」会員、
清流出版（株）出版部顧問

斉藤 勝義

回想録

人間：ドラッカー博士の思い出（その4）　
～ドラッカー博士の来日講演会～

11



開催までのプロセス
私は、1969年に The Age of Discontinuity（『断
絶の時代』林雄二郎訳、ダイヤモンド社）が出版さ
れた以後のドラッカー博士の日本での講演会開催
に、直接的・間接的に全て係ってきた。博士の来日
講演会、セミナーなどの開催に漕ぎ着けるまでの時
間は、約4～ 5ヶ月の日数がかかった。
博士の日々のスケジュールは世界各国からの訪
問客への対応、コンサル
ティション、大学院での講
義、マスコミとの会合、雑
誌社からの原稿依頼、出
版社との打合せ等で一杯。
寝る暇もないのではと思わ
れるほど多くの仕事をこな
しておられた。そこで、私
がある時 “Dr. Drucker, 
when do you go to bed？” と質問したことがあっ
た。それに対して博士は “At night” とユーモラスに
答えて笑い出した。それで私も、よく考えてみれば可
笑しな質問をしたものだと自分でも笑ってしまった。
多忙なスケジュールをかかえた博士は何時寝ること
ができるのかと尋ねたかったのだが…。
博士の日 の々スケジュールと健康管理は、婦人の

ドリスさんが厳しく上手にやっておられた。ドリスさ
んが “No” と言われれば全てが “No” となった。こ
のような事情を考えて、先ずドリスさんに電話をし、
ドリスさんの都合を予め知った上でドラッカー博士
に依頼をすれば早くまとまると知った。
小規模の企業内セミナー等を除いて、400～

500名程の講演会開催には綿密な準備が必要で
あった。会場探し、交通に便利な場所の確保、ドラッ
カー博士とドリス夫人の宿泊ホテル（スイートか否
か）の手配、講演後の訪問先への連絡、等々。

在日期間のスケジュール管理
博士の訪日を知った日本側からは色々な申込み

が博士に直接届いた。「博士を家庭に招待したい」
「夕方から4～ 5名で話を
聞きたい」「どこそこを案内
したい」等々。これらの申
込について、博士は「滞在
中のスケジュールは全て
Mr. Saitoに任せているの
で、Mr. Saitoに相談して
ほしい」と返事、博士自身
は受諾せずに私の方へ面

会申込依頼書を回送してくれた。この様に、ドラッ
カー博士は、契約期間中に例え時間が空いていて
も、自分勝手に動きまわる事はしなかった。誠実に
義理堅く、決められたことを守ってくれたので、主催
する立場からするとスケジュールの困難もなく成し
遂げることができた。
某米国の経済学者は、空いている時間を、主催
者側に何の連絡もなく、スケジュール以外の行動を
する人もあった。

講演会の準備と広報活動
話を元に戻すと、私の方でドラッカー博士とのス

ケジュール調整をやっている間に、ダイヤモンドの書

籍編集部は、団体顧客探し、参加者募集用紙（見
本添付）作成、講演会当日の参加者への参考資料
作りを進めた。これらは当時の書籍編集長で、現在
ドラッカー学会の理事を勤めておられる藤島秀記
氏、副編集長の岩持岑生氏らが中心になって準備
を進められた。一方、販売本部は口コミでセミナー
参加者を募ることに協力してくれた。『週刊ダイヤモ
ンド』誌、『ハーバードビジネスレビュー』誌、その
他のメディアもスペースを提供して協力してくれた。
このようにダイヤモンド社が一丸となってドラッ
カー博士の来日講演会開催に協力した結果、ほと
んど全ての講演会は満員で大成功を収めることが
できた。
ドラッカー博士からは、手書きの講演内容アウト
ライン5～ 6行と、招待リストが送られてきた。博士
はお世話になっている人々を必ず講演会に招待さ
れており、そのための招待リストで、招待者の一番
目には訳者の上田惇生さんが書き込まれていた。

講演の通訳者
講演の通訳は遂次より同時通訳方式を好まれ

た。しかし通訳者の選定はダイヤモンド社側に任さ
れた。小林薫、ティム芦田、原不二子、小松達也、
村松増美、國弘正雄の各氏は、ドラッカー博士自
身も熟知しており、馴染みの方々であったので、次
の講演の通訳に馴染みの中の某氏がなると知らせ
ると、博士は「ダイジョーブ、シンパイナイ」と電話で
話したことがある。

「チョット マッテクダサイ」
ドラッカー博
士も「前立腺」で
悩んでいたことも
あった。講演当
日、講演が始ま
る10分位前に、
一寸手を洗って
くるとドラッカー
博士は言って部
屋を出られ、5
～ 6分過ぎても
戻ってこないの
で、もしかして何かが起きたのではないかと不安にな
り男子トイレに行ってみたら、博士が未だ用を済ませ
ていないようだったので ”Dr. Drucker” と声をかけ
たところ、「チョット マッテクダサイ」言って頑張って
おられた。その後、かけ足で私の所に来て ”
prostate” と小さな声で言って “All men suffer 
sooner or later. Mr. Saito, you will soon know 
it.”と意味ありげにつぶやいた。私は “prostate” を 
“prostitute” と思ったので、変なことを博士は言うな
と思った。もっと意味を聞こうと思ったが、講演が始
まる時間だったので、その場はそのままにしておいた。
講演が大成功に終り、パーティーで軽食をし、

ビールなどを飲んでホテルに帰る車の中で、私は 
“Dr. Drucker, you said you are prostitute.”そ
れはどういう意味ですか、私には “prostitute” と聞
こえたのですがと問うと、博士は “I said prostate” 
と言った。これは病気ではなく男なら誰でも一度は
経験することであり、私は今それを経験して悩んで
いる。医者に行けば一回のオペレーションで治る。
私もクレアモントに帰ったら医者に行く予定である。
Mr. Saito, お前もいずれ悩む日が来る。医者に行
けばすぐ治してもらえるから心配しなくても良い」と
勇気付けられた。

注： prostate: 前立腺、prostitute: 売春婦

回想録
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随想随筆

『傍観者の時代』の時代　
――N・S氏に捧げる

怪物ヘンシュと子羊シェイファーの物語

「ナチスがヨーロッパを掌握できたのは、ナチスを
支持する人が多かったからではない。ナチスに『断
固反対』と言明するだけの勇気を持つ人が少な
かったからだ」。

アウシュヴィッツを訪れた数年
前、現地をガイドしてくれた方が
何気なく口にした一文が今も耳
を離れない。
20世紀は私にとって一つの単
純な物語と地続きである。それ
は虚無と血にまみれた闘争の物
語であったが、ただ一つ共通し
ていたのは言葉を主戦場とした
点だった。そして悪いことにその
物語は今なお浄化されることなく
現在に持ち越されている。
怪物ヘンシュと子羊シェイ

ファーの物語は、彼が戦後の
ニューヨークでふと目にした新聞
記事から始まる。第二次大戦末
期、フランクフルトの地下壕で自
決したある青年の記事だった。
それは胸の奥をしとどに濡らす救いのない悪夢、やむ気
配のない寂しい長雨に似ていたかもしれない。

異様な切実さ
それよりも、何を書きたくて私はこの冒頭を綴ったの
か。きちんと考えずにきてしまった。うかつながら、ワー
プロを叩く指先に導かれるように書いてしまった気がす
るが、消したい気持ちを我慢してもう少しだけ続けよう。
そう、私はこの章を読むたびに、邪悪な魔女が住む
不吉な森に迷い込んでしまったような暗鬱な気持ちに
なる。だが、同時にこうも思う。ドラッカーはこの章を書

ドラッカー学会理事
井坂 康志

Photo of Szpilman, the most famous of Warsaw Robinsons, at the 
Warsaw Uprising Museum   ©2012 Adrian Grycuk

きたくて『傍観者の時代』に着手したのではないか。心
にうずく消えることなき痛みを象徴するシーンを言葉に
せずして死ぬことはできない。そう思わせるくらいの異
様な切実さと迫力がこの章にはある。
少しだけ映画の話をさせてほしい。『戦場のピアニス

ト』はナチス統治下のワルシャワが舞台である。ピアニ
ストのシュピールマンは、ワルシャ
ワ・ゲットーから死の収容所トレ
ブリンカ行きの鉄道移送を間一
髪逃れ、市街集合住宅の一室に
潜伏する。やがてワルシャワ蜂
起が起こり、ドイツ軍との激しい
爆撃の応酬となる。
戦車の砲撃を受け建物が崩
壊するなか、シュピールマンはま
たしても奇跡的にその場を逃れ、
廃病院の一室に身を潜める。だ
がさらにナチスによる大規模な火
器掃討に遭い、病院裏の高い塀
を死力を搾って乗り越える。カメ
ラはシュピールマンのはるか頭上
に持ち上げられ、視野は一瞬の
ためらいもなくワルシャワの遠景
に及ぶ。彼の背中は小さくなり、

塀の向こう側にはてしなく広がる廃墟の街だけが映し出
される。地獄のように灰色のワルシャワの街を――。
監督のポランスキーはまさにこのシーンが撮りたくて作
品に着手したように感じられてならなかった。
   『傍観者の時代』にあっては、まさしく「怪物ヘンシュ
と子羊シェイファー」に同じものを感じる。なぜかと聞か
れても答えられない。ただそう感じるとしか言えない。

知識と言葉が地に墜ちた時代
知識と言葉ほど20世紀において辱められ、損なわれ

たものはない。

影との戦い――。あえて言えばそうなる。彼は影の発
生と発展、そして一時消滅する様を見届けた。やがて
暴風雨に成長するはずのつむじ風の発生を目撃するよ
うに。
つむじ風は、ふんだんにある餌を内部に取り込んで、
やがてヨーロッパ全体に、やがては世界に憑依し、飽く
ことなき白蟻の貪欲をもって母体を根源的に損なってい
く。餌とは言うまでもない。「大衆の絶望」である（『経済
人の終わり』）。
彼が若い頃だから、大学時代から卒業後数年、年
齢で言うと21から25の間くらいだろうか。2つの話が、
絶妙に縦糸と横糸をなすように奥行きある妖しくも哀しい
物語として織り上げられていく。
一つはフランクフルトで新聞記者と大学講師を兼任

していた時代である。新聞と大学、ともに知識と言葉を
守るべき機関に彼は身を置いていた。
言葉が魂の武器なのだとすれば、彼は自らの武器庫

に何があるかを見定める必要に迫られていた。同時に、
手にしていた武器を有効に鍛え上げるべき必要にも迫
られていた。
時は、自由の精神が呪縛せられた年、すなわち1933
年のドイツ、ナチスが政権を獲った年である。遅くともギ
ムナジウム時代に彼はヒトラーの『我が闘争』を読んで
おり、それが冗談でも隠喩でも寓話でもシンボルでもレ
トリックでもないことをなぜか知っていた。というか悟っ
ていた。虚言のなかになぜ本音をかぎとることができた
のか。わからない。私に聞かれても困る。ただ彼にはわ
かったのだとしか言いようがない。ごくかすかな振動の
ぶれも聞き逃さない一流の指揮者のように。

2つの夢魔――フランクフルト大学と新聞に何
が起こったか
ナチスが政権をとったなら、彼らが行うことは一つし
かない。『我が闘争』に書かれたプログラムを誠実かつ
丁寧に、心を込めて粛 と々実行する。それだけである。
もちろんドラッカーはドイツを去ることを決意する。
ところが、最後の日に2つの夢魔が彼を襲う。どこか
で執り行われた忌むべき黒魔術の悪霊がとうとう足下
までしのびよってきたのを悟った瞬間だった。リベラル
で勇名を馳せるフランクフルト大学拡大教授会にナチス
のコミッサールが踏み込んだのだ。
彼を打ちのめしたのは、ナチス・コミッサールの下品

さや蛮勇、卑劣さではなかった。そんなことは先刻承知
であって、改めて驚く価値はない。学問の良心として尊
敬を集めていた生化学者が、何ら有効な意見もなく、
自らの研究費についての保身的な問いしか口にしな
かった。そのとき彼は知識人の裏切りを見た。誤解の
余地なくはっきりと。
もう一つは、新聞社の同僚にしてナチス党員ヘンシュ
が荷造りする彼のもとにやってきたことである。ヘンシュ
は、自らの生まれの貧しさを嘆き、能力の欠如にため息
をつく。さりとてひとかどの者になる野望を捨て去れな
い。すべてが本音だった。彼はそこに野蛮な悪を見出し
たのではない。心の奥に巣くう果てしない虚無、何もの
によっても癒しがたい精神の廃墟を見出したのだった。
救済を求めてやまぬ病める魂にふれたからだった。

悪を教導できるか
彼はフランクフルトを去り、短期間ウィーンにとどまっ

てから、ロンドンに渡る。不吉な影はやすやすとドー
ヴァー海峡をわたり、執拗にドラッカーに追いすがる。
彼の知人からある名物ジャーナリストの話を聞く。彼の
名がシェイファーである。シェイファーは一流のジャー
ナリストとして転地先のニューヨークでも圧倒的名声を
手にしていたが、それらを捨て、ナチス治下のドイツに
戻り、ベルリンの有力紙の編集長に就任するのだとい
う。周囲はもちろん反対する。けれども、シェイファーは
翻意しない。
シェイファーのよりどころは良心である。自らが正義と
良心をもってナチスを回心させうると信じている。
うぬぼれや自信というにはあまりに高邁である。根拠
もある。シェイファーには経験も理念も実績も、およそ
ジャーナリストが持つべきあらゆる資質が備わってい
る。だからこそ、彼は自らの魂の武器たる言葉をもって
ナチスを教導しようと考えた。善意に満ちた教育的指
導、これこそがシェイファーが目論んだことだった。
あえて言うまでもないことながら、賢明さを自覚する
人間の掲げる正義ほどに卑小でやっかいで始末に負え
ないものはない。もちろんシェイファーはナチスにいいよ
うに使われ、やがて捨てられる。影はどんなに偉大な人
間よりはかりしれず強大だから。

悪の陳腐さ
最後に、ドラッカーはアレントの有名な一節「悪の陳

腐さ」を引用する。『イェルサレムのアイヒマン』の副題と
しても知られるフレーズだが、戦後アイヒマンをナチスの
戦犯とする裁判で、アレントがそれを傍聴し発したもの
である。一般の印象に反してアイヒマンにはなんら極悪
非道の相貌も動機も能力も存在しなかった。彼は何を
とっても私やあなたと同じごくふつうの人だった。
むしろアイヒマンはナチスのきわめて有能なテクノク

ラートとして上層部からの命令に忠実に従い、自らの職
務を勤勉かつ誠実に果たしていた。問題は職務内容だ
けだった。大量のユダヤ人を隔離し、鉄道で輸送し、
収容し、虐殺することが命令の内容だったからだ。
ドラッカーはアレントを批判する。というか、たしなめ
る。陳腐なのは悪ではない。人である。悪そのものはあ
くまでもはかりしれず強大なのだ。地獄には本当の意味
での底はない。だから、いかなるかたちであっても、悪
を利用したり手を組むのは誤りなのだと。
もちろんレトリックあるいはせいぜいのところ言葉のあ
やにすぎない。内心ではアレントの主張に賛同している。
アレントが実物のアイヒマンを観察して言いたかったこ
とも、まさにそのことにほかならなかったのだから。ただ
し、地獄を見た者のみに許される卓抜な洞見と言うべ
きだ。アレントもドラッカーも、ともに生年も同じ時代で
ドイツに暮らし、1933年にヨーロッパを出て、アメリカ
に生活の拠点を移している。同じものを見てきた二人な
のだ。
ドラッカーなら、同じことを次のように言う。

「ファイルされるだけの正しい答えや、実行に当た
るべき人間に冷たく扱われる正しい解決策ほど役
に立たないものはない」（『マネジメント』）

青年期ヨーロッパの陰惨な空の下で、彼は何をつか
み、何を得たか。それは一つの決意である。しかも断固
たる決意である。救済への発意とさえ言っていいかもし
れない。
影の発生原因を究明し、いかにすればそれを阻止

しうるのか。
いやそれだけでは十分でない。まったく十分でない。

さらに進んで、影を育み肥大化させる好餌、すなわち「大
衆の絶望」という負のエネルギーさえも、私たちの生き
る世界の秩序を育て、養いうる正の力に変えることだ。
洪水を肥沃の農地に、火山活動を温泉の慰安に、灼
熱の陽光を電力に変えるように――。

   『経済人の終わり』を彼に書かせたのはまさにこの決
意だった。ささやかながら清冽な湧水が生じた。やがて
それはマネジメントという奔流として私たちの前で大河
をなすにいたる。それは、不吉な悪夢の物語を浄化す
るもう一つの物語、魔物退治の物語なのかもしれない。

物語は終わっていない
最後に――。
彼はヘンシュとシェイファーを憎むのではない。愚か

だとさげすむのでもない。いかなる負の感情も感じとる
ことができない。
むしろ、ヘンシュもシェイファーも、それが結果として
当人たちにはいささか負いかねる過重なものであったと
はいえ、時代からの問いに彼らなりのしかたで応答した
のである。影と戦い、傷つき、血みどろになり、一時は
組み伏せたかに見え、やがて倒れ敗北した。ドラッカー
の言葉の運びには、人の弱さへの同情のようなものが
にじみ出ている。
言うまでもない。言葉と知識を主戦場とする闘争は、
今なお決着はついていない。トーマス・マンのいうよう
に、人の行うあらゆることは政治の語彙に置き換えられ
るのは確かだ。ただし、一つだけ例外がある。それは言
葉である。言葉をめぐる戦争は、人の心の内部で戦わ
れるものであるからだ。
現在の言葉をめぐる環境は、あの大戦時代とは大き

く変化してしまった。むしろ苛烈さを増し、心の中の廃
墟は広がっているように見える。そして、社会の存続に
日々疑念を投げかけているように見える。そして、いっそ
うドラッカーが警告を発したテーゼ「言葉と知識が、人
と社会の現実そのものであること」「それらへの関心の
欠如が、ひいては両者を回復不能なまでに損なうこと」
を仄めかし続けている。
おそらく最後の一文は――というか最後の一文だけ

は――原文からの引用をもって締めくくるべきだろう。
たった一つの救いは、今付け加えなければならないこと
は何もないことくらいだろう。
   「おそらく最大の罪は、20世紀に特有の無関心という
名の罪、すなわち、殺しもしなかったし嘘もつかなかっ
た代わりに、賛美歌にいう『彼らが主を十字架につけた
とき』、現実を直視することを拒否したあの学識ある生
化学者による罪のほうだったと考えるに至っている。」
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随想随筆

怪物ヘンシュと子羊シェイファーの物語

「ナチスがヨーロッパを掌握できたのは、ナチスを
支持する人が多かったからではない。ナチスに『断
固反対』と言明するだけの勇気を持つ人が少な
かったからだ」。

アウシュヴィッツを訪れた数年
前、現地をガイドしてくれた方が
何気なく口にした一文が今も耳
を離れない。
20世紀は私にとって一つの単
純な物語と地続きである。それ
は虚無と血にまみれた闘争の物
語であったが、ただ一つ共通し
ていたのは言葉を主戦場とした
点だった。そして悪いことにその
物語は今なお浄化されることなく
現在に持ち越されている。
怪物ヘンシュと子羊シェイ

ファーの物語は、彼が戦後の
ニューヨークでふと目にした新聞
記事から始まる。第二次大戦末
期、フランクフルトの地下壕で自
決したある青年の記事だった。
それは胸の奥をしとどに濡らす救いのない悪夢、やむ気
配のない寂しい長雨に似ていたかもしれない。

異様な切実さ
それよりも、何を書きたくて私はこの冒頭を綴ったの
か。きちんと考えずにきてしまった。うかつながら、ワー
プロを叩く指先に導かれるように書いてしまった気がす
るが、消したい気持ちを我慢してもう少しだけ続けよう。
そう、私はこの章を読むたびに、邪悪な魔女が住む
不吉な森に迷い込んでしまったような暗鬱な気持ちに
なる。だが、同時にこうも思う。ドラッカーはこの章を書

きたくて『傍観者の時代』に着手したのではないか。心
にうずく消えることなき痛みを象徴するシーンを言葉に
せずして死ぬことはできない。そう思わせるくらいの異
様な切実さと迫力がこの章にはある。
少しだけ映画の話をさせてほしい。『戦場のピアニス

ト』はナチス統治下のワルシャワが舞台である。ピアニ
ストのシュピールマンは、ワルシャ
ワ・ゲットーから死の収容所トレ
ブリンカ行きの鉄道移送を間一
髪逃れ、市街集合住宅の一室に
潜伏する。やがてワルシャワ蜂
起が起こり、ドイツ軍との激しい
爆撃の応酬となる。
戦車の砲撃を受け建物が崩
壊するなか、シュピールマンはま
たしても奇跡的にその場を逃れ、
廃病院の一室に身を潜める。だ
がさらにナチスによる大規模な火
器掃討に遭い、病院裏の高い塀
を死力を搾って乗り越える。カメ
ラはシュピールマンのはるか頭上
に持ち上げられ、視野は一瞬の
ためらいもなくワルシャワの遠景
に及ぶ。彼の背中は小さくなり、

塀の向こう側にはてしなく広がる廃墟の街だけが映し出
される。地獄のように灰色のワルシャワの街を――。
監督のポランスキーはまさにこのシーンが撮りたくて作
品に着手したように感じられてならなかった。
   『傍観者の時代』にあっては、まさしく「怪物ヘンシュ
と子羊シェイファー」に同じものを感じる。なぜかと聞か
れても答えられない。ただそう感じるとしか言えない。

知識と言葉が地に墜ちた時代
知識と言葉ほど20世紀において辱められ、損なわれ

たものはない。

影との戦い――。あえて言えばそうなる。彼は影の発
生と発展、そして一時消滅する様を見届けた。やがて
暴風雨に成長するはずのつむじ風の発生を目撃するよ
うに。
つむじ風は、ふんだんにある餌を内部に取り込んで、
やがてヨーロッパ全体に、やがては世界に憑依し、飽く
ことなき白蟻の貪欲をもって母体を根源的に損なってい
く。餌とは言うまでもない。「大衆の絶望」である（『経済
人の終わり』）。
彼が若い頃だから、大学時代から卒業後数年、年
齢で言うと21から25の間くらいだろうか。2つの話が、
絶妙に縦糸と横糸をなすように奥行きある妖しくも哀しい
物語として織り上げられていく。
一つはフランクフルトで新聞記者と大学講師を兼任

していた時代である。新聞と大学、ともに知識と言葉を
守るべき機関に彼は身を置いていた。
言葉が魂の武器なのだとすれば、彼は自らの武器庫

に何があるかを見定める必要に迫られていた。同時に、
手にしていた武器を有効に鍛え上げるべき必要にも迫
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ていた。虚言のなかになぜ本音をかぎとることができた
のか。わからない。私に聞かれても困る。ただ彼にはわ
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自らの研究費についての保身的な問いしか口にしな
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もう一つは、新聞社の同僚にしてナチス党員ヘンシュ
が荷造りする彼のもとにやってきたことである。ヘンシュ
は、自らの生まれの貧しさを嘆き、能力の欠如にため息
をつく。さりとてひとかどの者になる野望を捨て去れな
い。すべてが本音だった。彼はそこに野蛮な悪を見出し
たのではない。心の奥に巣くう果てしない虚無、何もの
によっても癒しがたい精神の廃墟を見出したのだった。
救済を求めてやまぬ病める魂にふれたからだった。
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てから、ロンドンに渡る。不吉な影はやすやすとドー
ヴァー海峡をわたり、執拗にドラッカーに追いすがる。
彼の知人からある名物ジャーナリストの話を聞く。彼の
名がシェイファーである。シェイファーは一流のジャー
ナリストとして転地先のニューヨークでも圧倒的名声を
手にしていたが、それらを捨て、ナチス治下のドイツに
戻り、ベルリンの有力紙の編集長に就任するのだとい
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間よりはかりしれず強大だから。
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である。一般の印象に反してアイヒマンにはなんら極悪
非道の相貌も動機も能力も存在しなかった。彼は何を
とっても私やあなたと同じごくふつうの人だった。
むしろアイヒマンはナチスのきわめて有能なテクノク

ラートとして上層部からの命令に忠実に従い、自らの職
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絶妙に縦糸と横糸をなすように奥行きある妖しくも哀しい
物語として織り上げられていく。
一つはフランクフルトで新聞記者と大学講師を兼任

していた時代である。新聞と大学、ともに知識と言葉を
守るべき機関に彼は身を置いていた。
言葉が魂の武器なのだとすれば、彼は自らの武器庫

に何があるかを見定める必要に迫られていた。同時に、
手にしていた武器を有効に鍛え上げるべき必要にも迫
られていた。
時は、自由の精神が呪縛せられた年、すなわち1933
年のドイツ、ナチスが政権を獲った年である。遅くともギ
ムナジウム時代に彼はヒトラーの『我が闘争』を読んで
おり、それが冗談でも隠喩でも寓話でもシンボルでもレ
トリックでもないことをなぜか知っていた。というか悟っ
ていた。虚言のなかになぜ本音をかぎとることができた
のか。わからない。私に聞かれても困る。ただ彼にはわ
かったのだとしか言いようがない。ごくかすかな振動の
ぶれも聞き逃さない一流の指揮者のように。

2つの夢魔――フランクフルト大学と新聞に何
が起こったか
ナチスが政権をとったなら、彼らが行うことは一つし
かない。『我が闘争』に書かれたプログラムを誠実かつ
丁寧に、心を込めて粛 と々実行する。それだけである。
もちろんドラッカーはドイツを去ることを決意する。
ところが、最後の日に2つの夢魔が彼を襲う。どこか
で執り行われた忌むべき黒魔術の悪霊がとうとう足下
までしのびよってきたのを悟った瞬間だった。リベラル
で勇名を馳せるフランクフルト大学拡大教授会にナチス
のコミッサールが踏み込んだのだ。
彼を打ちのめしたのは、ナチス・コミッサールの下品

さや蛮勇、卑劣さではなかった。そんなことは先刻承知
であって、改めて驚く価値はない。学問の良心として尊
敬を集めていた生化学者が、何ら有効な意見もなく、
自らの研究費についての保身的な問いしか口にしな
かった。そのとき彼は知識人の裏切りを見た。誤解の
余地なくはっきりと。
もう一つは、新聞社の同僚にしてナチス党員ヘンシュ
が荷造りする彼のもとにやってきたことである。ヘンシュ
は、自らの生まれの貧しさを嘆き、能力の欠如にため息
をつく。さりとてひとかどの者になる野望を捨て去れな
い。すべてが本音だった。彼はそこに野蛮な悪を見出し
たのではない。心の奥に巣くう果てしない虚無、何もの
によっても癒しがたい精神の廃墟を見出したのだった。
救済を求めてやまぬ病める魂にふれたからだった。

悪を教導できるか
彼はフランクフルトを去り、短期間ウィーンにとどまっ

てから、ロンドンに渡る。不吉な影はやすやすとドー
ヴァー海峡をわたり、執拗にドラッカーに追いすがる。
彼の知人からある名物ジャーナリストの話を聞く。彼の
名がシェイファーである。シェイファーは一流のジャー
ナリストとして転地先のニューヨークでも圧倒的名声を
手にしていたが、それらを捨て、ナチス治下のドイツに
戻り、ベルリンの有力紙の編集長に就任するのだとい
う。周囲はもちろん反対する。けれども、シェイファーは
翻意しない。
シェイファーのよりどころは良心である。自らが正義と
良心をもってナチスを回心させうると信じている。
うぬぼれや自信というにはあまりに高邁である。根拠
もある。シェイファーには経験も理念も実績も、およそ
ジャーナリストが持つべきあらゆる資質が備わってい
る。だからこそ、彼は自らの魂の武器たる言葉をもって
ナチスを教導しようと考えた。善意に満ちた教育的指
導、これこそがシェイファーが目論んだことだった。
あえて言うまでもないことながら、賢明さを自覚する
人間の掲げる正義ほどに卑小でやっかいで始末に負え
ないものはない。もちろんシェイファーはナチスにいいよ
うに使われ、やがて捨てられる。影はどんなに偉大な人
間よりはかりしれず強大だから。

悪の陳腐さ
最後に、ドラッカーはアレントの有名な一節「悪の陳

腐さ」を引用する。『イェルサレムのアイヒマン』の副題と
しても知られるフレーズだが、戦後アイヒマンをナチスの
戦犯とする裁判で、アレントがそれを傍聴し発したもの
である。一般の印象に反してアイヒマンにはなんら極悪
非道の相貌も動機も能力も存在しなかった。彼は何を
とっても私やあなたと同じごくふつうの人だった。
むしろアイヒマンはナチスのきわめて有能なテクノク

ラートとして上層部からの命令に忠実に従い、自らの職
務を勤勉かつ誠実に果たしていた。問題は職務内容だ
けだった。大量のユダヤ人を隔離し、鉄道で輸送し、
収容し、虐殺することが命令の内容だったからだ。
ドラッカーはアレントを批判する。というか、たしなめ
る。陳腐なのは悪ではない。人である。悪そのものはあ
くまでもはかりしれず強大なのだ。地獄には本当の意味
での底はない。だから、いかなるかたちであっても、悪
を利用したり手を組むのは誤りなのだと。
もちろんレトリックあるいはせいぜいのところ言葉のあ
やにすぎない。内心ではアレントの主張に賛同している。
アレントが実物のアイヒマンを観察して言いたかったこ
とも、まさにそのことにほかならなかったのだから。ただ
し、地獄を見た者のみに許される卓抜な洞見と言うべ
きだ。アレントもドラッカーも、ともに生年も同じ時代で
ドイツに暮らし、1933年にヨーロッパを出て、アメリカ
に生活の拠点を移している。同じものを見てきた二人な
のだ。
ドラッカーなら、同じことを次のように言う。

「ファイルされるだけの正しい答えや、実行に当た
るべき人間に冷たく扱われる正しい解決策ほど役
に立たないものはない」（『マネジメント』）

青年期ヨーロッパの陰惨な空の下で、彼は何をつか
み、何を得たか。それは一つの決意である。しかも断固
たる決意である。救済への発意とさえ言っていいかもし
れない。
影の発生原因を究明し、いかにすればそれを阻止

しうるのか。
いやそれだけでは十分でない。まったく十分でない。

さらに進んで、影を育み肥大化させる好餌、すなわち「大
衆の絶望」という負のエネルギーさえも、私たちの生き
る世界の秩序を育て、養いうる正の力に変えることだ。
洪水を肥沃の農地に、火山活動を温泉の慰安に、灼
熱の陽光を電力に変えるように――。

   『経済人の終わり』を彼に書かせたのはまさにこの決
意だった。ささやかながら清冽な湧水が生じた。やがて
それはマネジメントという奔流として私たちの前で大河
をなすにいたる。それは、不吉な悪夢の物語を浄化す
るもう一つの物語、魔物退治の物語なのかもしれない。

物語は終わっていない
最後に――。
彼はヘンシュとシェイファーを憎むのではない。愚か

だとさげすむのでもない。いかなる負の感情も感じとる
ことができない。
むしろ、ヘンシュもシェイファーも、それが結果として
当人たちにはいささか負いかねる過重なものであったと
はいえ、時代からの問いに彼らなりのしかたで応答した
のである。影と戦い、傷つき、血みどろになり、一時は
組み伏せたかに見え、やがて倒れ敗北した。ドラッカー
の言葉の運びには、人の弱さへの同情のようなものが
にじみ出ている。
言うまでもない。言葉と知識を主戦場とする闘争は、
今なお決着はついていない。トーマス・マンのいうよう
に、人の行うあらゆることは政治の語彙に置き換えられ
るのは確かだ。ただし、一つだけ例外がある。それは言
葉である。言葉をめぐる戦争は、人の心の内部で戦わ
れるものであるからだ。
現在の言葉をめぐる環境は、あの大戦時代とは大き

く変化してしまった。むしろ苛烈さを増し、心の中の廃
墟は広がっているように見える。そして、社会の存続に
日々疑念を投げかけているように見える。そして、いっそ
うドラッカーが警告を発したテーゼ「言葉と知識が、人
と社会の現実そのものであること」「それらへの関心の
欠如が、ひいては両者を回復不能なまでに損なうこと」
を仄めかし続けている。
おそらく最後の一文は――というか最後の一文だけ

は――原文からの引用をもって締めくくるべきだろう。
たった一つの救いは、今付け加えなければならないこと
は何もないことくらいだろう。
   「おそらく最大の罪は、20世紀に特有の無関心という
名の罪、すなわち、殺しもしなかったし嘘もつかなかっ
た代わりに、賛美歌にいう『彼らが主を十字架につけた
とき』、現実を直視することを拒否したあの学識ある生
化学者による罪のほうだったと考えるに至っている。」
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書 評

小原 武文（おばら たけふみ） 
ドラッカー学会会員
北海学園大学卒
DCMホールディングス株式会社
商品業務部業務課 マネジャー

『企業とは何か』は、ドラッ
カーが1943年から18カ月
かけて、戦時中のGMを調
査し、戦後の1946年に刊
行されました。第一部「企
業が基盤となる産業社会は
成立するか」では、アメリカ
の自由企業体制に、「経済
的機能」に加え、「社会・

政治的機能」を果たすことを求めます。
第二部「事業体としての企業」では、
企業とは人間組織であるとし、分権制
の分析といかに機能させるか。リー
ダーの育成が最重要課題である。第
三部「社会の代表組織として企業」で
は、企業は、一人ひとりの人間に機会
の平等と位置と役割を与えなければな
ければならない。これは仕事を通じて
のみ得られる。第四部「産業社会の存
続としての企業」では、社会と企業は
同一の利害を有し、企業の存続が社
会の利益になる。ドラッカーは、企業と
自由社会の関係について、このような
問いを提起し、マネジメントの体系が
生みだされます。またGM調査について、
『傍観者の時代』で次のように振り返っ
ています。「軍需生産への移行期にお
いて、現場の人間が、責任をもって成
果をあげるべくチーム作りをしているこ
とに感銘を受けていた。この経験をど
う平時に役立てるか絶対に忘れてはな
らないと考えていた。」（傍観者の時代
P324.325）
このような経験と調査から『企業と
は何か』は書かれました。ドラッカーは
まえがきで、本書が実りある議論の口
火になることを望んでいます。この原点
から発展したマネジメントと、その後の
企業を考え議論することも、本書の読
み方ではないかと思います。

企業とは何か
P・F・ドラッカー著　上田惇生訳

桂　利治（かつら　としはる） 
ドラッカー学会　会員　仙台研究グループ
合同会社桂利治コンサルタント事務所　代表

序文冒頭の一文『この本は、現代の日本でド
ラッカーさんが説いたマネジメントを理解し、実
践するための一番の教科書になるのではないか。
私は今、そう考えています。』、ドラッカー学会・
学術顧問の上田惇生氏の書かれたこの一言が、
この本の価値を十分に伝えていると感じます。
この本に取り上げられている18の実践事例の
物語とその解説によって、ドラッカーさんが残し
てくれたものの使い方を知ることができます。

本文は『言葉を道具として使おう』という一言から始まり
ます。ドラッカーさんが残してくれた著作の数々から、成果
を得ることができるのは実践を通してのみです。本を読んで
満足しただけではだめ、内容を理解しただけでもだめで、
書いてあることを実践しなければ成果を得ることができま
せん。
何を、どのようにして実践するのかは、人それぞれ違いま

す。この本に書いてある事例の通りにやれば、誰でも成果
が上がるとは限りません。方法は目的と状況によって変わ
るからです。
この本の中の事例は、それぞれの方がそれぞれ見つけ
たドラッカーさんの言葉を道具として使った物語です。自
分の物語は、自分で見つけたドラッカーさんの言葉を道具
として使わなければなりません。ドラッカーさんの本を読め
ば、その時自分が必要とする言葉に必ず出会えるはずです。
佐藤氏は「はじめに」でこのように記しています。『ドラッ

カー教授が残した文章の中から、今の自分に最も必要な
ワンフレーズを見つけ出し、その一言を徹底的に実践する。
これこそ、その著作の最も正しい使い方だと思います。』　
佐藤氏が取り組む読書会は、この「最も正しい使い方」を、
誰もができるようにするための取り組みであることがわかり
ます。
私自身も読書会を主宰させていただいてきましたが、何

を目的とし、何を成果として読書会を行うのかという点で、
佐藤氏の姿勢にあらためて感銘を憶えるとともに、自分の
姿勢を反省する機会となりました。
ドラッカーさんが残してくれたものは、いい社会を実現す
るために、もっと活用されていかなければならないものと感
じます。このような実践事例が公表されることは、多くの人
に実践に向かう勇気を与えてくれます。このタイトルが、第
二弾、第三弾と続くことを祈願し、また、自分自身も実践
事例を増やすことに貢献できるよう精進したいと思います。

ドラッカーを読んだら
会社が変わった！　

佐藤等著　清水祥行編集協力
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Self Introduction

ドラッカー学会にはいろいろな楽しみがあります。ドラッカーの学術研究以外でも新しい仕事を発見し、それがライフワークにつな
がったり、生涯の友に出会えることができたり、交流と学びの中で人生観が変わったという人もいます。大切なのは自由で柔軟で風
通しのよいコミュニティがここにあるということでしょう。今年の6月からドラッカー学会の企画編集委員会が発足しました。本ドラッ
カー・フォーラムの企画や取材計画、執筆にいたるまで、メンバーの多様な分野の専門家としてのご意見をもとに議論をし、作業を
進めています。その一方で、ここに存在するゆるやかなひとつのコミュニティとしての魅力もそれぞれのセカンドキャリア、パラレルキャ
リアに彩を与えてくれていると思うのです。

2016年度にドラッカー学会に入会された方からの声をいただき
ました。ドラッカー学会の活動はこういった高い志をもたれた
皆様の日々の研究や、実践によって成り立っています。

What do you want to be remembered for?

（ドラッカー学会理事　花松甲貴）

What do you want to be remembered for?What do you want to be remembered for?What do you want to be remembered for?

何をもって憶えられたいか

ドラッカーのドの字も知らなかった
私に優しく楽しく教えてくださる

先生方に感謝をこめ己を
磨いてまいります。

瀬川智美子さん

私の事業は企業の人財育成です。
今後は地域社会にドラッカーの

思想を普及する活動を
開始します。

瀬賀 孝子さん

主に群馬や埼玉で、常に成長し
利益を出し続ける組織作りのコン

サルをしています。よろしく
お願いします。

黒澤さん

ものつくり大学での林、井坂両先生
の御講義受講のご縁で入会します。

ドラッカーの教えを実践出来
れば幸いです。

薄木 伸康さん

「事業の目的とは顧客の創造であ
る」という言葉を実践に移すことで、

ドラッカーへの更なる理解を
深めていきたい。

生井 伸幸さん

日常にドラッカーを♪老若男女、
誰もが自分を活かしてはたらきす

ごせるキッカケづくりをして
いきます。

五島 優子さん

岡山県矢掛町の小売業の小企業に
勤めています。立場上経営を考える機

会が多く、成果を出すための
学びを探しています。

片岡 大典さん

JOBRIGHT株式会社の玉木と
申します。知識労働者へとなるべく

貪欲に学ばせて頂きます。
お願い致します。

玉木 一平さん

『経営者の条件』を読み
人生が変わりました！！

内藤 太介さん

第四次産業革命/IoTに関する製
造業のイノベーションについて研究

しております。どうぞよろしく
お願い致します。

大伴 史緒さん

新入会員紹介
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